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顧問寄稿 

TABLEAU 主義に訣別を 

大阪大学・滋賀県立大学名誉教授 
末石冨太郎 

 
１． 大学はどこへ行くのか？ 

こういう見出しの新聞記事をよく見るよ

うになった。一番の目玉は、法人化に伴う

役員会の始動であろう。4 月 1 日付け『日

経』夕刊は、｢大学、目覚めの春｣として、

理事に就任した著名人の発言や学長の挨拶

などを載せていた。それにしても｢目覚め」

とは何だ。今まで眠っていたとでもいうの

か。ことによるとそうかもしれない。筆者

が退職してしばらくして、滋賀県立大を

創った滋賀県総務部が、この大学を八坂

(はっさか)温泉と呼んでいる、と聞こえて

きた。八坂とは、この大学がある彦根の町

名である。温泉の意味は読者のご想像にお

任せしよう。 

 平行して各大学の資産評価もされつつ

あるようで、東大 9800 億円(大部分は土地

価格)と試算されたりするから、近い将来、

東証 1 部に｢大学｣というポストが新設され、

ノーベル受賞者の動向はもちろん、W 大生

を中心とした強姦集団SuperFreeの事件な

ども、日々の株価操作の好餌となるだろう。

他にも、大学発の VB や知的所有権裁判の

新しい傾向も、大学人が目覚めるべき根拠

となる事実は数えあげればキリがない。し

かしどうも、以上のような背景には、大学

を徹底して実学化しようという魂胆がマル

見えで、イヤーな感じである。大学はすべ

からく liberal arts and science を志向せよ

といいきる自信は筆者にはないが、13 年前

に阪大を辞したとき以来いい続けている

｢城塞を出でていざ平野へ｣(例えば、『日本

環境工学教授協会 News Letter』No.5,pp.7
－11, 00.10)は、教育の要諦としては Field 
Work 重視であり、研究では｢虚･実｣｢soft･
hard｣を均衡させることを意図していたの

である。 
２．tableau 型業績評価の欠陥 
 ここでいう“tableau”とは学派のことで

ある。よりわかり易くいえば、画壇や流派

を指す。巷間よく使われる｢京都学派｣には

何も問題はない、という前提で欠陥を指摘

するのでやや面倒ではある。京都学派では、

人文科学研究所という拠点で、桑原武夫の

もとに所属の異なる多士済々が集まって、

これが京大学士山岳会や近衛ロンド、さら

には現代風俗研究会などの活動に輪を広げ

ていったのが特徴である。ところが一時期、

京大土木が｢新京都学派｣と唱えたり、滋賀

県立大と県立琵琶湖研究所で琵琶湖に関

わっている面々が琵琶湖学派を自称して、

これで COE を申請したりするのは、

tableau 型の欠陥なのである。｢キャンパス

は琵琶湖、テキストは人間｣という copy を

作ったのは電通ではないかと睨んでいるが、

tableau の頂点にいる人の生きざまで評価

は大いに変わってくる。 
 芸術家志望者垂涎の的の東京芸大で二度
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学長を勤めた平山郁夫は、一説には学商と

呼ばれ、彼の絵は 1 号 200 万円といわれる

から、東京芸大は tableau の典型としてそ

の値打ちには？を付けねばならぬ。この種

のトップはしばしば大きな展覧会の審査員

を兼ねていたりするから、派閥への入門者

が階段を上がっていくには、法外な価格の

月謝が要る。この金が捻出できる人はよい

としても、普通はそうはいかなくて、ここ

に裏金作りの温床が生まれるのである。地

方の業者が中央を目指す場合も同じである。

しかし、この種の上納システムではカネだ

けが動いているわけではない。講座の担当

教授が無条件に論文の first author になる

のも同類である。 
 しかし、画壇に属さない画家もいる。ス

イスとイタリアの国境近くに壁絵街道があ

り、教会では宗教画のことが多いが、普通

の民家では商売の中味や最近の家族の動静、

または偽窓(昔窓に課税された名残)などを、

地元で有名な画家がフレスコ画法で描くの

である。こういう話題は環境研究に直接の

関係はない。しかし城塞を出た筆者が、広

義の環境ビジネスを手探りする一環として

道草した tourism 研究で遭遇した事実であ

る。 
３．環境改善の主役は市民 
 医療を改善するのは患者である、といわ

れ始めた。同様に環境をよくするのも市民

一般である。そういう狙いも込めて公害に

立ち向かったはずの多くの研究者が、大学

での昇進を阻まれてきた。U･J、N･J(とも

に水質汚染)、H･M(水俣病)、O･A(電磁波)
ら、枚挙に暇がない。この人たちは今まで

自分でそれをいわなかったが、告発的な研

究から手を引け、という圧力を受けたこと

を曝露する書物も現れた。田中三彦『原子

力はなぜ危険か』(岩波新書、90.01)、西村 肇
『日本破産を生き残ろう』(日本評論社、

03.09)などである。西村の著書は、ノーベ

ル賞選考の裏話も抉り出している。筆者も

何度か日本発の国際賞の審査員の目が節穴

だ、とあちこちに書いてきたし、その他一

般的にも、研究費申請の審査もいい加減な

ことが多いのである。 
 上記のような圧力は、日本の政府･行政が

NGO 嫌いであることと通じている。筆者が

1986 年以降設立に深く関与した千里リサ

イクルプラザ研究所は、現吹田市長 S･Y の

気に入らないようである。このため筆者の

退職直前にある騒動が起こり、有能な市民

研究員は嫌気がさして辞めてしまい、筆者

も晩節を汚された思いが強い。 
 やや旧聞に属するが、1977 年に IVP(Int’
l Visitors Program)でアメリカに招かれた

とき、国務省の担当者が筆者に、Barry 
Commoner や Ralph Nader に逢うことを

薦めてくれたのはやや驚きであった。同じ

ようなことを京都のアメリカ センターで

でも経験した。こういう状況でこそ、アメ

リカは great progress を成し遂げた、と誇

れたのである。 
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環境工学屋の述懐 

    
放送大学長、北海道大学名誉教授 

丹保憲仁 
 

15 年も大学の管理職をやって、そのうち

10 年近くも教授でない学長などをやって

いると、学者としての槍がすっかりさびて

しまって、石器時代のそれも旧石器時代の

武器しかなくて、荒野をさまよっているご

とき感じである。 
今では、環境、国際、情報などは三大話

のようになり、大学設置審議会に毎回のよ

うにこれらの名を冠した新設学科や学部の

申請が出てくる。その二つが組み合わされ

た学科も珍しくない。三つも無いわけでは

ない。大学設置審議会の会長をしていて、

はやり言葉としての環境に辟易して、環境

の専門委員会を新たに作って本格的に教員

審査をしていただくことにした。それでも、

環境学、環境工学が学問としての根拠と体

系を持ちえているかについて、十分の自信

が無い。 
あるとき、昔々、駆け出しの教授であっ

たころ、デユーベンドルフのスイス国立水

研究所を尋ねて某教授（微生物学）と話を

することがあった。そのとき、彼から、「衛

生工学で博士を出す基準をどこに置くので

すか」、という質問というか疑問が呈された。

爾来 30 年を越えるが、その設問にどのよう

に答えるかが私の頭を去ることが無い。環

境は哲学であり思想であるとして、科学で

ありうるのか、工学でありうるのかが後頭

部からいつもお前は何者かとささやかれ続

けて今日に至っている。 

私のことを少し話させてもらって迷いの

根源をいう。大学では土木工学科を出た、

大学院修士課程までは河川工学の研究室で

流体工学とくに高速射流や乱流に関連する

勉強をした。大学院修士のスクーリングは

医学部に半ば預けられて、公衆衛生･衛生学

とちょっぴりの細菌学を勉強した。助教授

になってから凝集のことを勉強始めたが、

基礎の無いコロイド科学は宇宙人と会話し

ているように思えた。コロイドシンポジュ

ウムに仙台で参加させてもらった。何もわ

からなかった。松本潤一郎先生から、広瀬

孝六郎先生がお好きだといってご馳走して

いただいた、松島湾のホヤの姿と匂い･味は

いまだに忘れていないのに、シンポジュウ

ムは何一つ思い出せない。要するにわから

なかったわけである。 
これではいかんと思い、フロリダ大学の

ブラック教授（アメリカ水道協会にブラッ

ク賞があり、フロリダ大学の環境工学科は

ブラックホールにある）のところへ呼んで

いただいて、水質化学とくにコロイドの不

安定化の研究とフミン質の勉強をさせてい

ただいた。フェルプスラボ（ストリータ･

フェルプスの）にも籍を置いて、生物化学

の聞きかじりもできた。隣の化工の研究室

でライドらが逆浸透の原理的研究をしてい

た。 
以後、流体工学、界面（コロイド）化学、

衛生学･公衆衛生学の三角形の中に環境と
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いう荒野を勝手に切り取とって禄を食み続

けてきた。それぞれの基本分野でのオリジ

ナルな学問を提案することはほとんど出来

なかったが、三角形の網に引っ掛けた中で

は、いろいろなことができたようにおもう。

後年は、その三角形が荒野の中のどこにあ

るか、三角形から見た外はどうなっている

かを、汎用工学の最たるものである土木屋

の感性で考え続けた。しかし、問題のほう

が、多く早く動き、情けの無い三角形の罠

しか持っていない、旧石器時代のハンター

はうろうろするばかりである。 
科学として再現性、論理性の確かさと、

個人あるいはチームの持つ知識と力量の限

界、環境を生物個体レベルの精度で見ると

きの問題の複雑さ巨大さを考えると、ノー

ベル賞につながるような科学をしみじみう

らやましく思うこともある。省みてみれば、

哲学者が答えのありそうも無いことを生涯

かけて考えているらしきことに比べれば、

凡人でも努力しだいで少しは何かが手の中

に残ることを良しとしよう。 
点でなく、線で無く、少なくても面を基

礎から立ち上げて、狩場をしつらえ、えら

そうでなく実学を積み重ねることが有り、

狩場の中で得られた情報を確かなものとし

て次の狩人に伝えられるとしたときに、博

士なるものが刻まれるのではないかと思っ

ている。環境は少なくても面である、点や

線の業績は不十分である。点とか線でしか

知見の無い人は、環境では飯が食えない。

まして教授になって、学位の議論はできな

い。学位などどうでも良いとしても、環境

の学問をしたことにはならない。 
 

 
 
 

もう一つのコミュニケーション 

大阪産業大学 人間環境学部 
村岡浩爾 

 
「コミュニケーション」といえば、私の場

合、「リスクコミュニケーション」として日

ごろ興味をもつことの多い事項である。環

境リスクに対してリスクマネジメントの重

要性が指摘されていて、リスクを正しく認

識し、リスクの軽減に向けての手段として

リスクコミュニケーションが欠かせない手

段となってきているからだ。 
 本来、有害化学物質に関する健康リスク

に対しては、典型７公害については法整備

が完備したことから一応の対応が可能に

なった。しかし新たに合成される化学物質

の多くは不確定要素を含む物質であって、

どんな形で暴露され、どんな健康リスクが

あるか判らない物質もあるため、健康上の

不安が大きい。このため PRTR 法が制定さ

れ運用も開始されているが、その効果の善

し悪しはともかくとして、これからの社会

で環境リスクに対する管理はますます必要

かつ重要なものになろう。 
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 周知の通り、最後の公害対策法といわれ

る土壌汚染対策法が平成 15 年２月にやっ

と制定されたが、どうしてこの法整備が遅

れたかというと、汚染物質の健康リスクに

関する知見が十分でなかったこと、汚染土

壌の上に現に工場があり人が住むという状

態に対し明確な法制度化手法がみえてこな

かったことなどが考えられる。すなわち汚

染の機構とリスクについてのコミュニケー

ションが十分発達していなかったと言える。

法の施行結果としては、土壌を汚染させて

いる有害物質につき科学的なリスク評価と

有効な技術対策によって健康被害を生ぜし

めない行政対応が相成った。しかしこの法

による行政対応に乗らない汚染土壌も多く、

土壌の汚染を土地の汚染と判断し、不動産

価値の評価、土地の売買、そういった土地

に住む住民の不安と解決への確執等、本来

の健康リスク評価とは別の問題が多発して

いる。このような問題に対してはリスクコ

ミュニケーションが有効な問題解決の一手

法であることは言うまでもない。しかしこ

のコミュニケーションは、情報の公開性が

基本であるにも拘わらず、情報の透明性、

情報の精度、情報の迅速な伝達性、情報の

交換と応答の行い方の難しさなどによって

十分に機能しているとは言えない。 
 
 最近、もう一つのコミュニケーションの

概念があることを知った（河井徳治：ピヒ

トの＜コミュニケーション＞概念、大阪産

大・平和研究会資料、2004.1）。通常のコミュ

ニケーションというのは、ハーバーマスに

よって相互行為 Interaktion と名付けられ

るもので、人間としての在り方、自己意識、

自己同定を可能にするための他者との交流

の場を意味する。すなわち一方が他者に呼

びかけ、その＜応答＞の存在を前提とした

構造の中で相互理解を積み重ねていく場で

ある。しかし、哲学者ゲオルグ・ピヒト

(Georg Picht、1913-82)のコミュニケー

ション概念は必ずしもこの＜応答＞を求め

ていない。ピヒトのコミュニケーションで

は、相互依存 Interdependenz の網の構造

があって、何らかの情報が離れた送り手が

発信し、それを別の受け手が受け取ること

ができる関係であるという。従って今は存

在していない送り手からも情報を受け取る

ことができるが、それに応答する必須性は

もたない。一つの例として、星から送られ

てくる光を我々は視力で受けとめる。そこ

にコミュニケーションをもつ。しかしその

星は本当はもう既に消え去っているのだ。 
 ピヒトの哲学は更にどんどん展開してい

くが（ゲオルグ・ピヒト著、河井徳治訳：

ヒューマン・エコロジーは可能か、晃洋書

房、2003.6）、そこまでは私の能力ではその

論理にとても太刀打ちできるものではない。

ピヒトはその著書によって人間環境論の哲

学的基礎を記述し、人間社会の新たな環境

概念としてヒューマン・エコロジーを提唱

しているが、「自然との共生」の真の実現も

このヒューマン・エコロジーの相互依存網

の上でなされるものではなかろうか。 
 私にとって、応答を求めない、あるいは

必要としないコミュニケーションがあると

いうことを知ったことは大きな驚きである。

そして、このコミュニケーションの概念を

先に述べた土壌汚染のリスクコミュニケー

ションに取り入れるとしたら、一体どうい

う価値が生まれてくるのか、それを考えて

みるのは興味深いことだと思っている。な
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ぜなら、土壌汚染対策法は従来の公害のよ

うに画一的な汚染対策をとるのでなく、汚

染の状態を社会で認識した上、汚染の状況

によって適切な措置を選択するという柔軟

な対応を謳っていて、このことによってリ

スクコミュニケーションをかえって難しく

している面があるものの、一方でこの汚染
．．

社会
．．

（変な言い方だが）は相互依存の網が

過去から未来へと時間軸が延び、自然との

共生によって空間軸が広がる構造を有して

いると思われるからである。換言すれば、

新たな時空間で起こっている汚染現象を取

り上げた法制度であるが、解決への道はほ

ど遠い状態と言える。したがって、従来の

コミュニケーションの概念では、現状では

相互理解を確立するまで多くの時間と経費

とそして当事者の無駄な心労ばかりが増え、

もはや限界があるのではないかと感じてい

る。 

 

 
 

 
 

大学改革特集記事 

 

東京大学工学系研究科における 
研究体制、教育体制、運営体制の改革について 

大垣眞一郎 
 
工学系研究科長・工学部長の職を２００

２年度、２００３年度に務めましたので、 
他の大学の環境工学分野の皆様のご参考に

なる情報を、簡単に項目を羅列する形にな 
りますが、ご紹介します。（一部、２００４

年度からの内容と過去の内容が混ざって 
おりますが、改革の内容と意図を伝えるの

に最も良いと思うものを上げているためと 
ご理解下さい。） 
 
１．運営体制について 
 執行部の充実のため、研究科長を補佐す

る研究科運営委員会を組織している。メン 
バーは、研究科長、副研究科長、研究科長

特別補佐、事務部長である。研究科長は教 

授会による選挙、副研究科長２名も選挙、

研究科長特別補佐２名は研究科長が指名し、  
教授会で承認。このほか、企画委員会（研

究科長指名教授１０名ほど）がスタッフ的 
に研究科運営委員会を支える。 
 意志決定システムは、専攻長会議（１９

の専攻の専攻長を中心とする会議）で重要 
な運営に関わることを決定する。従来より、

執行機関としての色彩が強くすることに 
より、研究科内の意志決定の場の明確化と

事務部門の担当間協力を強化でき、事業の 
推進がより確実に迅速化した。 
 外部委員より構成される研究科運営諮問

会議を２００２，２００３年度は多く開き、 
実質的な審議により、具体的な提言をいた
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だいた。その内容は次のＵＲＬでご覧下さ 
い。 
http://www.t.u-tokyo.ac.jp/archives/2003/i
mages/0609_8.pdf 
 この会議は、大学の外の意見を直接聞け

ることにより、マスメヂアを通して得られ 
る、「大学の外の意見」というものを精査で

き、表面的な論調を検証出来た点に大きな

成果があったと考えている。いわゆる世の

中の論調に冷静に対応することは、今後の

大学運営において重要なことであり、その

体制作りが重要であると考えている。 
 このほか、広報室（長は副研究科長）の

強化により、ＰＲ活動を強めている。２か 
月に１回の頻度で定例の記者会見を実施。

国際交流室ならびに国際化推進室を一体と

して強化し、Global Ware Project と命名

した、事務支援から国際研究協力まで、研

究科の世界化推進するための障壁をなくす

プロジェクトを推進。 
 なお、工学系研究科には約３０００名の

大学院生研究生が在籍しているが、そのう 
ち約７００名が海外からの学生である。さ

らにその半分約３５０名の学生は社会基盤 
（土木）、建築、都市工学の３専攻に所属し

ており、この分野の国際教育の強さがわか

る。 
 
２．教育について 
 外部（民間企業）から２名の教授を、採

用し、教育プロジェクト室（室長は副研究 
科長あるいはその経験者が務めている）に

配置。 
学部教育の学科横断的な教育内容の調査、

シラバスの電子化と体系化、大学院教育の 
強化などを、個別学科・専攻を離れた形で

実施している。これは個別専攻では、個別 
の教育体制作りで手がいっぱいであること、

また、他の専攻の教育内容に意見を言うの

は干渉のようでしにくいこと等のためであ

る。多くの成果が出つつある。 
 工学部の魅力を若い世代に伝える努力と

して、公開講座あるいは学内の教養部学生

に対して「工学知セミナー」を実施。 
 
３．研究について 
 専攻横断的な新しい課題について、助教

授ポストつきで研究科内で公募し、総合研 
究機構という、専攻とは別の研究科長直属

の組織に配置。産業界との連携の場として 
も活用。 
医学と工学の融合分野も医学部の新しい

センターに工学部教授ポスト１と助教授ポ

ス ト１を転換し、工学系の教員が就任する

など研究科を越えた体制作りも進めている。

具体的にはつぎのＵＲＬをご覧下さい。 
http://www.t.u-tokyo.ac.jp/ 
 
４．産学連携について 
 工学系は、産業界との連携なく研究推進

を行うことは、片翼で空を飛ぶようなもの 
で正しい方向の維持と早い成果を出せない

であろう。しかしながら、大学は教育とい 
う公的な活動をしており、また、大学で獲

得された新しい知識は基本的に公のもので 
ある。ここに、知財の管理のありかた、学

生との研究補助の契約のありかた、企業と 
の契約のあり方、など多くの課題が生まれ

る。東京大学全体として産学連携室をもう 
けて、そのあり方の検討、その実施体制作

りをしている。工学系研究科としても、社 
会連携室を契約の一つの窓口として位置づ
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け、透明性を確保しようとしている。 
 環境工学の分野は、もともと個々の個人

の需要に関わる産業よりは、公の共通の需 
要（社会的共通資本に関わる事項）に関わ

る産業に近く、この公の工学としての特徴 
を忘れないようにしなければならないであ

ろう。 

 
 
 
 

京都大学工学研究科 全体構成 

 
平成16年度京都大学大学院地球環境学堂の 

スタッフ及び研究紹領域の紹介 

 

 

 平成16年度の地球環境学堂は新しいス

タッフを加え総勢49教員、19分野の構成と

なっています。教育部である地球環境学舎

では、本年度より環境マネジメント専攻博

士後期課程が開校しました。 

なお、研究分野の紹介は地球環境学堂・

学舎のホームページ

（http://www.adm.kyoto-u.ac.jp/ges/）でも

見ることができます。 

平成16年度10月入学（地球環境学専攻博

士課程、環境マネジメント専攻博士後期課

程）あるいは平成17年度4月入学（地球環境

学専攻博士課程、環境マネジメント専攻修

士課程）の選抜試験が8月31日～9月3日に

かけて予定されています。英語科目は

TOEFL(あるいはTOEIC)のスコアでおき

換えますので、学舎を受験される方は早め

にそれらの英語試験を受験されることをお

勧めします。詳しくは６月中旬に配布され

る募集要項をご覧ください。なお、募集の

先行情報がホームページに掲載されていま

す。 

 

 

（１）地球環境学堂／地球益学廊 

 

地球環境政策論分野 

スタッフ名, 職名 

松下 和夫, 教授 

小畑 史子, 助教授 

松本 泰子, 助教授 

研究課題 

* 環境ガバナンスの研究（政府・国際機関・

地方自治体・企業・市民社会等の役割） 

* 地球環境問題の国際交渉過程の研究 

* 環境政策手法の比較研究 

* 職場環境の規制の研究  

* 労働安全衛生法の法的性質の研究  

* 環境規制の歴史研究  

* 地球環境レジーム形成における環境

NGOの役割 

分野ホームページの URL 
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http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~q5
2535/ 
 

 

地球益経済論分野 

スタッフ名, 職名 

植田 和弘, 教授 

森 晶寿, 助教授 

研究課題 

* 地球益の経済理論 

* 持続可能性の政治経済学 

* アジアの持続可能な発展 

* グローバリゼーションと国際環境政策 

* 政府開発援助と環境政策 

* アジアにおける環境政策協調 

* 気候変動対策の経済学 

* 環境税制改革 

* 廃棄物とリサイクルの経済学 

* 持続可能な都市 

 

 

資源利用評価論分野 

スタッフ名, 職名 

武部 隆, 教授 

浅野 耕太, 助教授 

吉野 章, 助手 

研究課題 

* 地域および地球資源の利用、保全、管理

の評価 

* 環境評価手法の開発 

* 環境リスクコミュニケーション 

* 環境農業政策の政策分析 

* 持続的農業システムのための理論と実践 

* 農産物マーケティング 

* 食の安全性の経済分析 

* 農業の担い手に関する理論的・制度論的

研究 

* 土地情報システムに関する比較研究 

* 農業組織に関するゲーム理論的研究 

 

 

環境統合評価モデル論分野 

スタッフ名, 職名 

松岡 譲, 教授 

藤原 健史, 助教授 

河瀬 玲奈, 助手 

研究課題 

* 地球環境統合評価モデルの開発 

* 産業および家庭の環境負荷抑制行動と環

境保全技術の展開に関する研究 

* 環境変化に関わる地球規模物質循環およ

び地球環境の人間・社会影響に関するシ

ミュレーション 

* 気候変動に対する水環境管理の適応政策

に関する研究 

分野ホームページの URL 
http://www.env.kyoto-u.ac.jp/jpn-labo/at
mos/index.html 
 

 

人間環境共生基礎論分野 

スタッフ名, 職名 

小川 侃, 教授 

柏 久, 助教授 

研究課題 

* 構造論的現象学による環境存在の研究 

* 構造存在論による環境規範の基礎研究 

* 現象学的な政治哲学の研究 

* フッサールとハイデッガーおよびシュ

ミッツの現象学の研究 

* 古代ギリシャ哲学（ヘラクレイトス、パ

ルメニデス、プラトン、アリストテレス）
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の哲学の研究 

* 農林業のエコシステム化に関する研究 

* 農業政策の批判的研究 

* ドイツ農学史研究 

分野ホームページの URL 
http://www.eiche.kais.kyoto-u.ac.jp/ 
 

 

（２）地球環境学堂／地球親和技術学廊 

 

環境調和型産業論分野 

スタッフ名, 職名 

松井 三郎, 教授  

松田 知成, 助教授  

内海 秀樹, 助手  

研究課題 

* 内分泌撹乱物質の環境リスク 

* 環境汚染物質によるDNA損傷性に関す

る研究 

* 尿分離下水道システムの開発と評価 

* 硫酸塩還元菌を用いた埋め立て方法の開

発 

* 非特定汚染源における水処理方法の開発 

* エージェントベースアプローチによる循

環型社会の持続性評価に関する研究 

* 都市代謝としての廃棄物収集運搬システ

ムの計画支援手法に関する研究 

* 炭利用による循環型社会構築の実現可能

性に関する研究 

分野ホームページの URL 
http://enfitwww.env.kyoto-u.ac.jp/index.h
tml 
http://www.env.kyoto-u.ac.jp/jpn-labo/gsg
es/index.html 
 

 

社会基盤親和技術論分野 

スタッフ名, 職名 

嘉門 雅史, 教授 

勝見 武, 助教授 

乾 徹, 助手 

研究課題 

* 環境親和型社会基盤整備技術の開発 

* 土壌・地下水汚染の修復 

* 地下水中における汚染物質の挙動評価 

* 廃棄物最終処分場の合理的設計手法の検

討 

* 廃棄物の建設材料としての有効利用技術

の開発 

* 新しい地盤改良技術の開発 

分野ホームページの URL 
http://geotech.gee.kyoto-u.ac.jp/ 
 

 

人間環境設計論分野 

スタッフ名, 職名 

小林 正美, 教授  

大窪 健之, 助教授  

小林 広英, 助手  

研究課題 

* 環境デザインと人間行動の相互作用 

* 環境保全型の都市設計 

* 都市と建築のフェイルセイフ設計 

* 公共空間の景観デザイン・風土環境の分

析 

* 風土に根ざした防災水利のデザイン 

 

 

環境生命技術論分野 

スタッフ名, 職名 

三室 守, 教授 

宮下 英明, 助教授 
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土屋 徹, 助手 

研究課題 

* 光合成生物のエネルギー変換の基本原理

の解明 

* 光合成生物の系統進化と多様化メカニズ

ムの解明 

* クロロフィルｄ生合成機構の解明 

* 光合成生物の多機能性とその環境利用技

術の開発 

* 様々な色素系を有した光合成微生物の探

索 

* 地球環境負荷低減技術の開発 

* 光合成機能改変生物の創出（色素・アン

テナ工学） 

分野ホームページの URL 
http://mail.bio.h.kyoto-u.ac.jp/users/miya
shit/Homepage/ (in Japanese) 
 

 

景観生態保全論分野 

スタッフ名, 職名 

森本 幸裕, 教授  

柴田 昌三, 助教授  

今西 純一, 助手 

研究課題 

* 都市におけるエコロジカルプランニング 

* ビオトープの保全と復元による生態系ミ

ティゲーション手法開発 

* 野生生物生息環境評価とシナリオ分析 

* 砂漠化防止緑化計画 

* 屋上緑化手法の開発 

* リモートセンシングによる緑地の評価手

法開発 

* 緑地樹木生育診断手法開発 

* 里山の回復手法と生態的評価に関する研

究 

* シナリオ検討型の流域整備計画手法およ

びツールの開発 

* 都市部における文化的景観の生態学的重

要性に関する研究 

分野ホームページの URL 
http://www.landscape.kais.kyoto-u.ac.jp/ 
農学研究科環境デザイン学研究室 

 

 

大気環境負荷低減論分野 

スタッフ名, 職名 

川崎 昌博, 教授 

川崎 三津夫, 助教授 

橋本 訓, 助手 

研究課題 

* 氷表面での吸着分子の不均一化学反応 

* 長光路吸収分光法による大気微量化学種

の検出 

* 大気・海洋境界面におけるハロゲン化学 

* 環境計測へのレーザー分光技術の応用 

* 画像分光法によるオゾン光解離ダイナ

ミックス 

分野ホームページの URL 
http://www.moleng.kyoto-u.ac.jp/~moleng
_06/index-j.htm 
 

 

国際環境防災マネージメント分野 

スタッフ名, 職名 

ショウ、ラジブ, 助教授  

研究課題 (PDF形式) 

* コミュニティレベルでの環境および防災

に関するマネージマント研究 

* 環境と防災教育に関する研究とその実践 

* 途上国における気候変動に適応するため

のコミュニティ活動に関する研究 
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* 都市のリスクマネージメントに関する研

究 

 

 

（３）地球環境学堂／資源循環学廊 

 

地域資源計画論分野 

スタッフ名, 職名 

小林 愼太郎, 教授  

水野 啓, 助手  

西前 出, 助手  

研究課題 

* 日本および各国におけるマクロな土地利

用・被覆変化分析 

* メッシュデータを用いた土地利用の時空

間モデリング 

* 農村の自治組織と地域づくり 

* 農村における高齢者モビリティ 

* 公共事業におけるパブリック・インボル

ブメントの効果評価 

* 各国の地域計画・土地利用計画制度研究 

* インドネシア主要都市圏域の空間構造と

その変容 

* 東北タイの稲作における民間灌漑の役割 

* タンザニアにおける持続的農村開発方式

の研究 

* 中南部アフリカにおける在来農業の土地

資源評価 

分野ホームページの URL 
http://www.lrp.kais.kyoto-u.ac.jp 
 

 

環境資源循環論分野 

スタッフ名, 職名 

椎葉 充晴, 教授  

堀 智晴, 助教授  

市川 温, 助手  

研究課題 

* 降水流出過程のモデル化とシミュレー

ションシステムの構築  

* 分布型流出モデルの集中化  

* 水土砂移動機構のモデル化  

* 洪水の実時間予測手法の確立  

* 貯水池操作支援システムの開発  

* 地域防災計画の構造分析  

* 災害対応行動シミュレーションシステム

の開発  

* 水資源ダイナミクス  

* 人間活動が水循環システムに及ぼす影響

の解明 

* 水災害と土地利用の関係に関する調査研

究  

分野ホームページの URL 
http://hywr.kuciv.kyoto-u.ac.jp/ 
 

 

物質変換・循環論分野 

スタッフ名, 職名 

田村 類, 教授 

津江 広人, 助教授 

多喜 正泰, 助手 

研究課題  

* 多機能化カリックスアレーンポリマーの

合成と環境汚染物質除去への利用 

* 一重項酸素よるフェノール性環境汚染物

質の効率的分解法の開発 

* 有機金属錯体分子触媒を用いた環境調和

型分子変換法の開拓（削除） 

* 環境調和型光学分割法の開発 

* 生命のキラリテイーの起源に関する研究 

* クリスタルエンジニアリング(結晶工学）

のための方法論に関する研究 
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分野ホームページの URL 
http://fischer.jinkan.kyoto-u.ac.jp/~tamur
a/ 
 

 

 

沿岸域生態系保全論分野 

スタッフ名, 職名 

中原 紘之, 教授 

今井 一郎, 助教授 

鯵坂 哲朗, 助手 

研究課題 

* 有害赤潮プランクトンの生理・生態・個

体群動態に関する研究 

* 殺藻細菌,ウイルス,競合植物プランクト

ン等を用いた赤潮防除 

* 貝毒プランクトンの生理・生態・生活史・

毒化機構 

* 下痢性貝毒原因微生物の探索 

* 琵琶湖におけるアオコの発生機構 

* 海藻ホンダワラ類の分類学ならびに生態

学的研究 

* 琵琶湖の栄養塩変化が植物プランクトン

の多様性に及ぼす影響 

* 磯焼けの発生機構 

* 河川における付着性珪藻の群集生態と環

境 

* 大阪湾における大型藻の多様性と富栄養

化の関係 

分野ホームページの URL 
http://www.kanbi.marine.kais.kyoto-u.ac.
jp/ 
 

 

陸域生態系管理論分野 

スタッフ名, 職名 

小崎 隆, 教授  

田中 樹, 助教授  

矢内 純太, 助手  

研究課題  

* 各種生態系における環境調和型資源利用

戦略の提示 

* 地域社会の持続的発展と環境保全のため

の全体論的手法開発 

* 陸域生態系における物質循環からみた土

地劣化プロセスの解明とその対策構築 

* アフリカ半乾燥熱帯圏における在来生業

システムを軸とする村落開発手法の確立 

* サヘル地域における生態環境特性、人為

‐環境連関および砂漠化への対応 

* 土壌の多機能性を高める団粒化技術の開

発と応用に関する研究 

* 根域、根圏における養分供給機構の解析 

* ジオスタティスティクスを用いた土壌特

性値の空間変動解析 

* 植物を用いたカドミウム汚染土壌の浄化

技術の確立 

分野ホームページの URL 
http://www.soils.kais.kyoto-u.ac.jp/ 
http://www.fsao.kais.kyoto-u.ac.jp/copm_
agri/ 
 

 

三才学林 

 

地球文明論分野 

スタッフ名, 職名 

横山 俊夫, 教授 

研究課題 (PDF形式) 

* 安定社会の文化史 ―工業化以前の日本

を中心に―（個人研究） 

* 文明観念の比較研究（共同研究） 
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* 文明化過程における媒介事象の研究（共

同研究） 

* 現代科学術語の専門外流通力の開発（シ

ンポジウム方式） 

 

 

国際情報分野 

スタッフ名, 職名 

ガノン、トレイシー・ジーン‚ 講師 

研究課題 (PDF形式) 

* 在日コリアン女性作家論 

* 少数者あるいは周縁者といわれる人々

の文学表現研究 

* ジェンダー観と環境認識の考察 

* フェミニズムとエコロジー研究 

（文責 藤原健史） 

 

 

 

 

 

京都大学 大学院工学研究科都市環境工学専攻全体構成 

 

 

平成 16 年 5 月１日現在

都 市 環 境 工 学 専 攻 

講 座 名 分野名 教  授 助 教 授 講  師 助  手 

都市空間工学   吉田治典 上谷芳昭       

居住空間学   髙田光雄     三浦 研   

環境材料学     西山峰広   佐藤裕一   

音環境学 髙橋大弐 伊勢史郎   
堀之内吉

成 
  

環境構成学 

地盤環境工学 竹脇  出     寒野善博   

環境情報学   田村正行 中北英一   小野 徹   

ジオフロント 

環境工学 
  大西有三 西山 哲   上原真一   

ウォーターフロント 

環境工学 
  酒井哲郎 後藤仁志   沖 和哉   

地殻環境工学   青木謙治 新苗正和   水戸義忠   

複合構造 

デザイン工学 
  小野紘一 杉浦邦征 石井 亮 大島義信   

水文・水資源工学 椎葉充晴 堀 智晴   市川 温   
総合環境学 

景域環境計画学 樋口忠彦 川﨑雅史   出村嘉史   

環境デザイン工学   武田信生 高岡昌輝   松本忠生 大下和徹
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環境衛生学   内山巌雄 松井利仁   
村山留美

子 
  

水環境工学 津野 洋 山田春美 永禮英明 日髙 平   

環境リスク工学 森澤眞輔 米田 稔   中山亜紀   環境システム工学 

大気・熱環境工学 松岡 譲 藤原健史   河瀬玲奈   

地震環境工学 田中仁史 田村修次       空間安全工学 

（協力講座） 都市防災計画学 田中哮義         

水文循環工学  池淵周一 竹門康弘   田中賢治   

海岸防災工学 高山知司 間瀬 肇   安田誠宏   

洪水災害工学 寶 馨 立川康人   児島利治   
環境防災工学 

（協力講座） 
自然・ 

社会環境防災 
萩原良巳     畑山満則   

環境微量 

汚染制御工学 
藤井滋穂 清水芳久       

環境質評価 田中宏明   越川博元 田中周平   

環境保全工学 高月 紘 渡辺信久   水谷 聡   

放射能環境動態 馬原保典 藤川陽子   窪田卓見   

今中哲二 小出裕章

物質環境工学 

（協力講座） 

放射性廃棄物管理 西牧研壯 小山昭夫   
福谷 哲 上原進一

（文責 高岡昌輝） 
 
 
 
 

大学・高専ニュース 

（1）教育研究組織の改組、計画等 

 
 

■中部大学 

平成 16年 4月 1日に学科名が変更になりま

した。 
新名： 中部大学工学部都市建設工学科 

旧名： 中部大学工学部土木工学科 
（文責 松尾直規） 
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（2）人事 

 
 

■東京大学 
3月 16日 東京大学大学院工学系研究科都

市工学専攻 荒巻俊也助教授（東京大学先

端科学技術研究センター講師から昇任） 
 
3月 16日 東京大学先端科学技術研究セン

ター講師 中島典之講師（東京大学大学院

工学系研究科講師から異動） 
 
4 月 1 日 東京大学大学院工学系研究科都

市工学専攻 片山浩之講師（東京大学大学

院新領域創成科学研究科講師から異動） 
 
4月 19日 東京大学大学院新領域創成科学

研究科環境学専攻 佐藤弘泰助教授（タイ

国アジア工科大学院から帰国） 
（文責 片山浩之） 

 
 
■京都大学 
平成 16 年 3 月 1 日 
田中周平助手（工学研究科附属環境質制御

研究センター環境質評価分野の助手に新規

採用） 
 
平成 16 年 3 月 31 日 
定年退官 
西田薫助手（都市環境工学専攻環境システ

ム工学講座環境衛生分野） 
 
退職 
山敷庸亮助手（地球環境学堂地球益学廊環

境統合評価モデル論分野） 
日本大学理工学部土木工学科  講師へ 
 
平成 16 年 4 月 1 日 
河瀬玲奈助手（地球環境学堂地球益学廊環

境統合評価モデル論分野の助手に新規採

用） 
（文責 高岡昌輝） 

 
 
■大阪大学 
恒見清孝講師（平成 16 年 3 月 1 日転出：産

総研へ） 
李 承恩助手（平成 16 年 3 月 31 日退職） 
佐藤不二男助手（平成 16 年 3 月 31 日退職） 
笹田剛史教授（平成 16 年 3 月 31 日定年退

官） 
山本祐吾助手（平成 16年 4月 1日新規採用） 
加賀有津子助教授（平成 16 年 4 月 1 日 研

究科内移動：BE 専攻へ） 
鳴海邦碩教授（平成 16 年 4 月 1 日 研究科

内移動：BE 専攻へ） 
（文責 池 道彦） 

 
 
■九州大学 
平成 16 年 3 月 31 日付で、入江 功 教

授が九州大学大学院工学研究院環境都市部

門を定年退官されました。 
（文責 河村明） 
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（3）シンポジウム・講演会等 

 
 

■東京大学 
第２回紫外線技術の環境適用に関するアジ

ア国際会議（ 2nd Asia Conference on 
Ultraviolet Technologies  
for Environmental Applications）を下記の

概要で開催致します。 
主催：国際紫外線協会（IUVA）、 

（社）日本水環境学会紫外線を利用し

た水処理技術研究委員会 

期日：2004 年 10 月 4 日（月）～6 日（水） 
場所：東京大学山上会館 
申し込み、問い合わせ先：

iuva2004tokyo@env.t.u-tokyo.ac.jp  
 
 詳細については、国際紫外線協会ホーム

ページ（http://www.iuva.org)をご覧下さい。 
（文責 片山浩之） 

 

 
 
 

 
 



博士論文

大学名 学科・専攻名 著者名 題      目 指導教授
あるいは主宰

北海道大学 都市環境工学環境リスク工学分野 田畑彰久 水環境におけるエストロジェン様作用の評価手法に関する研究 眞柄泰基

北海道大学 都市環境工学環境リスク工学分野 Byoung-Cheun Lee The Evaluation of Estrogenic Activity of Nakdong River Basin and its Control by Water
Treatment Processes 眞柄泰基

北海道大学 環境資源工学廃棄物処分 朝倉宏 一般廃棄物埋立処分場浸出水中の内分泌かく乱物質の流出及び処理特性に関する基礎的研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分 羽原浩史 都市ごみ処理システムの計画と評価に関する基礎的研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 藤谷雄二 太平洋域大気エアロゾルの太陽放射吸収特性の評価 太田幸雄

北海道大学 都市環境工学水環境施設工学
Miguel Angel
Lopez Zavala Onsite Wastewater Differentiable Treatment System 高桑哲男

北海道大学 都市環境工学環境人間工学 倉前正志 マランゴニ効果を液帰還に利用した二成分ヒートパイプに関する研究 篠原邦夫
北海道大学 都市環境工学水質変換工学 金田一智規 分子生物学的手法を用いた硝化細菌生物膜内における硝化細菌の動態と生態学的相互作用の解析 渡辺義公
北海道大学 都市環境工学水質変換工学 糸永貴範 凝集沈殿を前処理としたハイブリッド浸漬型メンブレンバイオリアクター 渡辺義公

東京大学 工学系研究科都市工学専攻

Aryal Rupak
Kumar
(アリアル ルパク
クマール)

Dynamic Behavior of Suspended Solids and Particle-Associated Micropollutants in Highway
Runoff（高速道路雨天時流出水におけるSSおよび微量汚染物質の挙動） 古米弘明

東京大学 工学系研究科都市工学専攻
Islam MD. Sirajul
（イスラム モハマ
ド シラジュール）

Integrated Assessment of Water Availability under Climatic Changes Along the Tone River
and Tokyo Metropolitan Area （利根川流域および首都圏を対象とした気候変動が水利用に与え
る影響の統合評価）

花木啓祐

東京大学 工学系研究科都市工学専攻

Sriussadaporn
Chutchalida（スリ
ウサダポーン
チュッチャリダ）

Development of Plant Comet Assay as a Biomonitoring Method for Urban Air Quality
Assessment（植物を用いたコメットアッセイによる都市大気質評価のためのバイオモニタリング
手法の開発）

山本和夫

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 小松一弘 モデル凝集フロックへの吸着試験による水道原水中溶存有機物の特性評価 古米弘明

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 庄司仁 異なる電子受容体を用いた生物学的窒素・リン除去プロセスにおける処理特性および細菌群集に
関する研究 味埜俊

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 花田茂久 IWA活性汚泥モデルNo.3へのリン除去予測モジュールの導入とそのキャリブレーション方法の
確立 味埜俊

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 李美京

Microbial community analysis by PCR-DGGE and FISH methods in enhanced biological
phosphorus removal processes treating domestic sewage and synthetic wastewater（都市下水
及び合成下水を処理する生物学的リン除去活性汚泥のＰＣＲ－ＤＧＧＥ法とＦＩＳＨ法を用いた
微生物群集構造解析）

古米弘明

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 呉政裕
Evaluation of bacterial regrowth potential in drinking water system using cell cycle
parameters（水供給システムにおける細胞周期因子を用いた細菌再増殖能の評価） 大垣眞一郎

東京大学 工学系研究科都市工学専攻 崔宰熏
DEVELOPMENT OF NANOFILTRATION MEMBRANE BIOREACTOR (NF MBR) FOR
WASTEWATER RECLAMATION  AND REUSE IN URBAN AREA（都市における下水の高度
利用のためのナノ濾過メンブレンバイオリアクターの開発）

山本和夫

東京大学 新領域創成科学研究科・環境学専
攻 原圭史郎

Sustainability Assessment for Sewage Sludge Management System : Case Studies in Tokyo
and Gothenburg（下水汚泥管理システムのサステイナビリティ評価について?東京都およびヨーテボリのシ
ステムを例に）

味埜俊

東京大学 新領域創成科学研究科・環境学専
攻 新田見匡 亜硝酸還元酵素遺伝子に着目した脱窒細菌解析手法の確立及びその活性汚泥微生物群集解析への適

用
味埜俊
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博士論文

大学名 学科・専攻名 著者名 題      目 指導教授
あるいは主宰

東京大学 新領域創成科学研究科・環境学専
攻 李相賢

Study on Bacteriophages in Activated Sludge Process for Enhanced Biological Phosphorus
Removal (EBPR) （リン除去活性汚泥プロセスにおけるバクテリオファージに関する研究） 味埜俊

東京工業大学 工藤健太郎 内部境界条件有限要素法による流体運動計算手法の開発 石川忠晴

東京工業大学 土木工学専攻 Agenson Kenneth Controlling hazardous chemical compounds by nanofiltration /
 reverse osmosis membranes in water and wastewater treatment 浦瀬太郎

豊橋技術科学大学 環境・生命工学専攻 東海林孝幸 多重構造型道路が沿道大気環境に与える影響および環境負荷低減のための道路空間のあり方に関
する基礎的研究 北田敏廣

京都大学 工学研究科環境工学専攻 黄瑛
Removal of Organohalogen Compounds from Municipal Solid Waste Incineration Fly Ash by
Column Flotation 武田信生

京都大学 工学研究科環境工学専攻 宮川雅充 騒音に対する反応の多様性を評価する手法に関する研究 内山巌雄
京都大学 工学研究科環境工学専攻 平山修久 需要者の水道水質に関するリスク認知構造と不安感に対する影響因子に関する研究 伊藤禎彦
京都大学 工学研究科環境工学専攻 足立淳 AhR内因性リガンド候補Indirubinに関する研究 松井三郎
京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 川本裕子 内分泌攪乱物質によるヒト健康リスク評価枠組みの構築－ビスフェノールAを対象にして 森澤眞輔

大阪大学 金永敏 韓国の郊外住宅地における居住者の緑環境評価に関する研究 鳴海邦碩
大阪大学 陳旻瑜 ビスフェノール類の生態毒性、生分解性の評価とその高度処理に関する研究 藤田正憲

大阪大学 Le Duc Trung Optimal Composting Operation Regarding Hygienic Safety（衛生学的視点を考慮したコンポス
ト化の最適運転に関する研究）

藤田正憲

大阪大学 兼平真悟 IT環境の電磁波制御を図るフォトニック結晶に関する研究 宮本欽生
大阪大学 山本祐吾 環境効率を高める汎用機械の製品連鎖マネジメントに関する研究 盛岡通
大阪大学 矢野昌彦 環境と経済の両立に向けた事業所の環境マネジメントの発展段階に関する研究 盛岡通
大阪大学 Jofre Sergio Arnold  Eco-Evolution: An Evolutionary-Oriented Strategy for Sustainable Product Development 盛岡通
大阪大学 神谷俊行 オゾン適用による下廃水処理の高度化に関する研究 藤田正憲
大阪大学 郷田泰弘  陰イオンおよび非イオン界面活性剤測定のためのELISA開発に関する研究 藤田正憲
大阪大学 浜本洋一 間欠曝気を採用した活性汚泥法による生活汚水の高度処理に関する研究 藤田正憲

九州大学 工学府・都市環境システム工学
専攻 清野聡子 稀少生物カブトガニTachpleus ｔｒｉｄｅｎｔａｔｕｓの生息環境の保全学的研究 神野健二

九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 小野信幸 岸沖漂砂制御による海浜の安定化に関する研究 入江功
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 朴童津 閉鎖性成層海域の流動特性および海水交換技術に関する研究 小松利光
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 橋本彰博 河口域における塩水遡上の特性に関する研究 小松利光
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 山口洋 DRIMを用いた3次元的漂砂制御に関する研究 入江功

九州大学 工学府・都市環境システム工学
専攻 早瀬隆司 環境政策と環境問題の考察モデルについての研究ー公衆関与制度のｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟー 楠田哲也

九州大学 工学府・都市環境システム工学
専攻 陳永勲

Basic Sudy ｏｎ ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ  Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｏｓｃｉｌｌａｔｉｏｎ ｌｅｄｅｘ ａｎｄ Ｐｒｅｃｉｐｉｔａｔｉｏｎ
ｉｎ Ｓｏｕｔｈ Ｋｏｒｅａ ａｎｄ Ｆｕｋｕｏｋａ，ａｎｄ ｉｔｓ Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ ｂｙ Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｎｅｕｒａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ 神野健二

九州大学 工学府・都市環境システム工学
専攻 崎田省吾 底泥内の物質変換と潮汐変動による物理的輸送に関する研究 島岡隆行

九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 森本剣太郎 ITを活用した海岸環境整備へのパブリック・ｲﾝポルブメント導入に関する研究 入江功

九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 Rahman Hidayat Study ｏｆ ｔｈｅ Ｓｕｂｍｅｒｇｅｔ Ｄｉｋｅ Ｒｏｌｅｓ ｆｏｒ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇ Ｓｉｌｔａｔｉｏｎ ｉｎ Ｈａｒｂｏｕｒｓ ａｎｄ Ａｃｃｅｓｓ
Ｃｈａｎｎｅｌｓ

入江功
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あるいは主宰

九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 Ｙａｎ Ｓｈｕｇｕａｎｇ BEMとVOFを結合した断面２次元波動場解析法に関する研究 入江功

九州大学 工学府・都市環境システム工学
専攻 藤田幸生 廃棄物溶融スラグを利用した鉛の不溶化および油吸着に関する研究 島岡隆行

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 Leu Tho Bach Anaerobic Treatment of Sugar and Dye-Industry Wastewaters Using an Upflow Anaerobic

Sludge-Blanket(UASB) Process 古川憲治

佐賀大学大学院 工学研究科後期課程 松尾保成 水域直接浄化システムの開発とその評価に関する研究 荒木宏之
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修士論文

大学名 学科・専攻名 著者名 題　　　目 指導教授あるいは主宰者
国立
北海道大学 都市環境工学環境リスク工学分野 伊藤和徳 結合塩素処理による内分泌攪乱物質のエストロゲン様活性とTOX生成量の評価 眞柄泰基
北海道大学 都市環境工学環境リスク工学分野 江端克明 PSIを用いた凝集処理のための撹拌条件 眞柄泰基

北海道大学 都市環境工学環境リスク工学分野 河合富貴子 酵母Two-hybrid法を用いた環境水のエストロゲン様活性評価における活性妨害作用の
検討 眞柄泰基

北海道大学 都市環境工学環境リスク工学分野 西村和恵 プラント実験によるナノろ過膜浄水処理システムの性能予測とファウリングに関する
研究 眞柄泰基

北海道大学 都市環境工学環境リスク工学分野 林健司 Bangladeshにおける地下水の酸化還元状態とヒ素の溶出挙動 眞柄泰基

北海道大学 都市環境工学環境リスク工学分野 Faye Diane Riley Effectiveness of UVA260 (E260) as a surrogate parameter for the rapid estimation of
contaminant removal efficiency by alum coagulation 眞柄泰基

北海道大学 環境資源工学廃棄物処分 石原和真 有機性廃棄物の高温・高固形物濃度メタン発酵に関する研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分 岡田敬志 溶融飛灰からの金属回収に関する研究―化学的金属回収法の評価・比較― 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分 佐々木通充 廃棄物炭化物の有効利用と埋立負荷削減に関する研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分 中嶋尚平 シュレッダーダスト資源化・適正処理のための物理化学特性の分析 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分 中津隆文 埋立地閉鎖後における低C/N比浸出水の脱窒処理装置に関する研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 石黒貴彦 エアロゾルの間接的気候影響を評価するためのサンプラーの開発 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 加藤潤 東シナ海域大気エアロゾルの工学・化学特性評価 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 平田陽介 学校のパソコン教室における化学物質汚染状況とその評価 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 秋元さおり 湿原の地下水位上昇による地下水水質と植生の変化 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 和泉充剛 豊平川扇状地における砒素化合物の分布状況とその動態 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 鹿野愛 インドネシア・中央カリマンタンにおける熱帯泥炭地河川の水質とその流出特性 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 木之下彩子 多雪寒冷地森林河川における融雪及び降雨出水時の水質成分の流出特性 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 長谷川啓 環境中における有機塩素系農薬類の動態 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 東隆司 自然水域におけるノニルフェノールエトキシレートの挙動　～茨戸湖を例として～ 清水達雄
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 内山岳志 容器包装リサイクルシステムのEPRの視点からのシナリオ分析 古市徹

北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 小池啓太 Pseudallescheria boydiiによる2,3,7,8-TCDDの分解特性と分解酵素に関する基礎的
研究

古市徹

北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 佐藤雄大 自治体の土壌・地下水汚染対策を支援するための事例データベースの設計 古市徹
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 寺山健 コンジョイント分析による生ごみリサイクル方式の住民選好評価 古市徹
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 長田志乃 バイオリアクターによる土壌中ダイオキシン類分解処理の制約条件の検討 古市徹
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 土師賢之 一般廃棄物中プラスチック類のリサイクル効率化の施策評価 古市徹
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 宮野寛 生ごみリサイクルシステム構築方法の提案－バイオガス化を選択した場合の検討－ 古市徹

北海道大学 都市環境工学水環境施設工学
Hassan
Sadighinejad

The Effect of Ozonation on Biodegradability of Organic Matter in Return Flow from
Sludge Treatment System 高桑哲男

北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 柿本貴志 医薬品の環境負荷とその低減策に関する現状分析 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 大高園美 下水道普及の空間分布解析 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 田井宏 おが屑を用いた牛糞のコンポスト化反応に関する研究 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 山田智之 し尿のコンポスト化過程におけるエストロゲンの挙動に関する研究 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 山本東 雨水管路網内における貯留管の設置効果に関する研究 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 劉保華 Inactivation of parasite eggs in Bio-toilet system using sawdust as a matrix 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学環境システム工学分野 石渡祐一郎 建築・都市の環境工学的診断への研究 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境システム工学分野 尚和泰宏 空調用エネルギーパイルシステムの導入可能性に関する研究 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境システム工学分野 羽田豊 自然エネルギー・燃料電池活用型住宅用複合システムの開発と総合評価 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境管理計画学 芹澤啓 湿性沈着の時空間変動の解析 越澤明
北海道大学 都市環境工学環境人間工学 葛隆生 土壌熱源ヒートポンプシステム設計・性能ツールの開発に関する研究 横山真太郎
北海道大学 都市環境工学環境人間工学 林謙吾 相変化材料を用いた蓄熱型床吹出し空調の熱負荷特性と温熱環境に関する研究 横山真太郎
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北海道大学 都市環境工学水質変換工学 久保広明 前凝集沈殿-メンブレンバイオリアクターを用いた都市下水処理における女性ホルモン様
物質の挙動 渡辺義公

北海道大学 都市環境工学水質変換工学 巽善彦 ジルコニウムメゾ構造体による下水汚泥からのリン回収 渡辺義公

北海道大学 都市環境工学水質変換工学 平岩ミリアンのり子

Microbial Community Analysis in Membrane Bioreactors Treating　Municipal
Wastewater
(都市下水を処理しているメンブレンバイオリアクター内の微生物群集解析)

渡辺義公

北海道大学 都市環境工学水質変換工学 杉田謙一 下水生物膜より単離した新規硫黄酸化細菌の機能と構造の解析 岡部聡
北海道大学 都市環境工学水質変換工学 對馬育夫 分子生物学的手法を用いたANAMMOX菌の集積培養に関する研究 岡部聡

岩手大学 建設環境工学科 川口博 下水消化汚泥中の有機結合態重金属の分離とその溶出機構に関する研究 海田、伊藤

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 謝俊民 Analysis and Mitigation of Heat Rejection from Building in Taipei City（台北市にお
ける建物排熱の解析と削減策の評価）

花木啓祐

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 糸井優輔 合流式下水道雨天時汚濁負荷の効果的削減のための管路堆積物局在箇所の特定手法の
開発 古米弘明・中島典之

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 岩井祥子 Degradation　of Dioxins by Newly Isolated Dibenzofuron Utilizing Janibacter spp.
（新規ジベンゾフラン資化性Janibacter spp. によるダイオキシン類の分解）

矢木修身

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 小高悠 超臨界水中におけるo-クロロフェノールの脱塩素化反応に対するアルカリの添加効果 山本和夫・福士謙介
東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 尾谷洋平 廃水処理への適用を考えた好気性脱窒細菌　Paracoccus pantotrophus の特性評価 花木啓祐
東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 木舟千恵子 実地区における建物用途・規模とコージェネレーションによるCO2削減効果 花木啓祐・荒巻俊也
東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 幸田真尚 プノンペン市におけるNGOの地域環境改善活動に関する事例研究 山本和夫・福士謙介

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 中村明博 トリクロロエチレン分解細菌Methylocystis sp. M株の地下水中における挙動に関する
研究 矢木修身

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 原本英司 自然水系および上下水道における腸管系ウイルスの分布調査 大垣眞一郎・片山浩之
東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 馮欣 水溶性切削油廃液処理への高温接触酸化法の適用に関する研究 矢木修身・栗栖太

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻
CHITVARAKORN
CHANES

Worker Exposure Measurement and Heath Risk Assessment to Volatile Organic
Compounds(VOCs)in Auto-Refinishing Shop in Thailand. 山本和夫・福士謙介

東京大学 新領域創成科学研究科・環境学専攻 岩井朋子 分子生物学的手法を用いた硝化細菌の減衰速度およびその機構の評価 味埜俊
東京大学 新領域創成科学研究科・環境学専攻 岡本真由子 生物学的リン除去を担う微生物の探索及び同定 味埜俊

東京工業大学 坂井洋平 北上川出水による追波湾の低塩分化に関する研究 石川忠晴
東京工業大学 清水健司 利根川感潮域における懸濁物質の挙動に関する研究 中村恭志、石川忠晴
東京工業大学 和光一紀 高瀬川浅瀬部における塩水流動と小川原湖への塩水遡上に関する研究 石川忠晴
東京工業大学 土木工学専攻 菊田友弥 固液間の化学物質の分配に着目した微量有害物質の活性汚泥方での分解モデルの構築 浦瀬太郎
東京工業大学 土木工学専攻 鈴木洋介 フィリピンにおける都市活動の環境への影響指標としての粒子態鉛 浦瀬太郎

金沢大学 自然科学研究科博士課程前期課程環
境基盤工学専攻 武田淳一 ニューラルネットワークを活用した河川水温モデル 主査　玉井信行

副査　石田　啓

豊橋技術科学大学 エコロジー工学専攻 稲垣亮太 大気中のエアロゾル粒子、雲粒子による太陽放射への影響を考慮した各種光分解速度係
数の鉛直分布推定 北田敏廣

豊橋技術科学大学 エコロジー工学専攻 藤井克宜 東三河における持続可能な社会システム形成のためのシステムズダイナミックス的アプ
ローチ　－東三河からの窒素排出量を例にとって－ 北田敏廣
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豊橋技術科学大学 エコロジー工学専攻 我谷薫 大気エアロゾルの動態・ライフタイムに関する研究　－TRACE-P　観測期間中の数値
シミュレーションを通じて－

北田敏廣

京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 安希慶 オフィス内の情報伝達活動に配慮した環境マネジメントシステムの構築に関する研究―
企業のOA紙使用量削減活動を事例として 松井三郎

京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 伊予田宗芳 収集事業形態の違いに基づく市町村別一般廃棄物収集費用の分析 松井三郎

京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 河井紘輔 容器に着目した弁当提供システムの環境負荷分析～ 京都大学桂キャンパスを例とし
て ～ 松井三郎

京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 鍛冶晴奈 化学物質管理のための毒性評価試験法の考察 松井三郎
京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 吉田浩太郎 マレイシアの一般廃棄物管理の民営化に関する経済分析 松井三郎
京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 酒井絢子 中国における地球温暖化対策の副次的効果に関する研究 松岡 譲

京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 原田英典
A Study on the Management of an Ecological Sanitation Project in a Minority
Hamlet of Vietnam 松井三郎

京都大学 地球環境学舎環境マネジメント専攻 ラヒャニ エルマワ
ティ

Evaluation and Monitoring of the Water Pollution Caused by Environmental
Phytoestrogens Based on Analytical and Bioassay Methods 松井三郎

京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 五十嵐淳一郎 Risk assessment in leukemia with radiation equivalent coefficient（放射線等価係数を
用いた白血病のリスク評価）

森澤眞輔

京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 大竹真貴 都市における事業系厨芥ごみ循環システムの総合評価と最適な循環スケールに関する
考察 森澤眞輔

京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 大西威一郎 染色体異常を指標としたベンゼン代謝物の放射線当量評価 森澤眞輔
京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 北中陽子 ビスフェノールAの妊娠マウス体内動態に及ぼす 妊娠時期の影響 森澤眞輔

京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 桑野雄介 石油系炭化水素汚染土壌のバイオレメディエーションにおける硫酸塩還元状態の有効
性 藤井滋穂

京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 鈴木祐麻
Behavior of Particulate Matter in Watersheds Evaluated by Molecular Markers
including Dioxins and PAHs(Molecular Markerを用いた粒子状物質の流域内挙動の推
定）

藤井滋穂

京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 田中藤太 環境有機汚染物質の細胞膜透過性に与える共存NOMの影響 藤井滋穂
京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 永吉俊介 DEHP実測データに基づくヒトPBPKモデルパラメータの推定 森澤眞輔
京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 藤本雄介 統合評価指標を用いた一般廃棄物処理システムの最適化に関する一考察 森澤眞輔
京都大学 工学研究科環境地球工学専攻 守谷将史 鴨川二流域における河川流出負荷の変動評価 藤井滋穂
京都大学 工学研究科環境工学専攻 荒木俊昭 水道水中の有機臭素系消毒副生成物の染色体異常誘発性への寄与率の評価 伊藤禎彦
京都大学 工学研究科環境工学専攻 梅津友朗 ごみ焼却場周辺の大気・土壌・水域におけるダイオキシン類濃度の将来予測 内山巌雄

京都大学 工学研究科環境工学専攻 占部朋久 公共施設における分煙対策の現状からみた環境たばこ煙の発がんリスクの推定に関す
る研究 内山巌雄

京都大学 工学研究科環境工学専攻 岡田修平 中国都市部における大気環境に関する基礎的研究 松岡譲

京都大学 工学研究科環境工学専攻 岡田朋之 水道水中のエストロゲン様作用構成物質群と塩素処理による作用変化に着目した試料調
製法に関する研究 伊藤禎彦

京都大学 工学研究科環境工学専攻 岡田真理子 大気環境負荷と経済発展の係わりに関する研究 松岡譲
京都大学 工学研究科環境工学専攻 加藤文隆 下水処理システムへの各種リン回収技術の仮想的適用および評価 武田信生
京都大学 工学研究科環境工学専攻 金森有子 家計の消費活動とそれに伴う環境負荷の発生に関する基礎的研究 松岡譲
京都大学 工学研究科環境工学専攻 川久保裕 幹線道路周辺の住民に対する騒音と振動の複合影響に関する検討 内山巌雄
京都大学 工学研究科環境工学専攻 岸川洋紀 騒音感受性の評価手法に関する研究―生体指標および主観的健康感に基づいた検討― 内山巌雄
京都大学 工学研究科環境工学専攻 久保田馨 酸性降下物による地球的規模の環境影響に関する研究 松岡譲
京都大学 工学研究科環境工学専攻 佐藤大介 人尿および豚屎尿からの栄養分の除去と回収に関する研究 松井三郎
京都大学 工学研究科環境工学専攻 塩野敦弘 飛灰における銅の化学形態がダイオキシン類の再合成に及ぼす影響 武田信生
京都大学 工学研究科環境工学専攻 仙波ミカ 琵琶湖塩津湾における水質挙動特性に関する研究 津野洋
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京都大学 工学研究科環境工学専攻 田中康寛 ムラサキイガイを用いた生物モニタリング手法の開発に関する研究 津野洋
京都大学 工学研究科環境工学専攻 中村太陽 産業連関表を用いたマテリアルフローとストックに関する基礎的研究 松岡譲
京都大学 工学研究科環境工学専攻 西村宏平 ダイオキシン類の生成に与える炭素の化学構造の影響 武田信生
京都大学 工学研究科環境工学専攻 野村直史 大学における化学物質の管理状況と実験室環境に関する研究 高月紘

京都大学 工学研究科環境工学専攻 番場洋子 ディーゼル排気粒子による健康への急性影響評価に関する研究  －粒子付着性多環芳香
族炭化水素を指標として－ 内山巌雄

京都大学 工学研究科環境工学専攻 藤井進太郎 硫酸塩還元条件下での石炭系炭化水素汚染土壌のバイオレメディエーションにおける微
生物群集解析 松井三郎

京都大学 工学研究科環境工学専攻 藤原秀生 土地利用分布の推計手法開発とその検証 松岡譲
京都大学 工学研究科環境工学専攻 松枝孝 家屋解体廃木材の家畜敷料への再利用に伴うリスクに関する研究 高月紘

京都大学 工学研究科環境工学専攻 南吉隆 大気圧バリヤー放電ラジオ波ヘリウムプラズマ原子発光分析法を用いた焼却排ガス中の
中-低揮発性有機塩素化合物の測定法の検討 高月紘

京都大学 工学研究科環境工学専攻 森朋子 半揮発性有機物質を含む廃棄物の溶出揮散試験の開発 高月紘

京都大学 工学研究科環境工学専攻 吉崎仁志 エージェントベースモデルを用いたセメント産業における都市ごみ焼却灰利用の持続性
の検討 松井三郎

京都大学 工学研究科環境工学専攻 吉村友希 水道水のエストロゲン様作用生成能の測定条件に関する研究 伊藤禎彦
京都大学 工学研究科環境工学専攻 渡瀬勇祐 世界水需給評価システムの開発とその適用 松岡譲
京都大学 工学研究科環境工学専攻 顔嘉真 飛灰中の重金属と塩分の湿式分離に関する研究 高月紘

大阪大学 赤坂威 大阪府の市街地における集合住宅の形態及び立地特性に関する研究 鳴海邦碩
大阪大学 天生勝久 暖房用エネルギーの削減を目的とした住宅空調システムの最適化に関する基礎的研究 水野稔
大阪大学 板谷和人 シアンフリー金回収に関する電気化学的研究 竹本正

大阪大学 稲田ゆかり 難溶解性C/N/Pマテリアルを用いたテトラクロロエチレンの嫌気的生分解の促進に関す
る研究

藤田正憲

大阪大学 上野貴央 白色腐朽菌を用いた廃棄物埋立処分場浸出水の処理に関する研究 藤田正憲
大阪大学 大石智久 環境デザインにおけるリアルタイムシミュレーションの機能整備に関する研究 笹田剛史

大阪大学 大野幸子 阪神淡路大震災における復興市街地の人口構成変化と新旧住民によるまちなみ変化の評
価に関する研究 鳴海邦碩

大阪大学 大野直 遺伝子型手法に基づく窒素循環微生物群の検出法の確立とその生態系モニタリングへの
適用に関する研究 藤田正憲

大阪大学 大野喜智 鉄鋼技術・インフラを活用した高度循環システムの資源生産性による評価 盛岡通
大阪大学 樫原真珠 水環境中におけるビスフェノールFの生分解挙動に関する研究 藤田正憲
大阪大学 加藤文昭 流域圏における政策立案ツールとしてのシナリオアプローチに関する研究 盛岡通
大阪大学 久下浩生  Bacillus sp. SF-1株を用いた汚染土壌からのヒ素可溶化に関する基礎的検討 藤田正憲
大阪大学 栗林春樹 ビルのエネルギー管理の適正化を目的としたシミュレーション技術の適用 水野稔
大阪大学 齋藤映美 水生植物Wolffiaの形質転換法に関する検討 藤田正憲
大阪大学 皐月久美子 コンジョイント分析による家電製品の部品リユースの消費者受容性評価に関する研究 盛岡通
大阪大学 塩月知也 都市内オープンスペースとその住民管理に関する研究 鳴海邦碩

大阪大学 杉原和人 Citrobacter sp. TKF04株によるキトサン様バイオポリマー生産機構の解明に関する基礎
的研究

藤田正憲

大阪大学 鈴木あや子 食品廃棄物の再資源化システムの設計と評価に関する研究 盛岡通
大阪大学 田嶋俊樹 分散型事業所における環境マネジメントシステムの構築に関する研究 盛岡通
大阪大学 辰巳清香 市民の行動を支援するPRTR情報提供に関する調査研究 盛岡通
大阪大学 垂門伸幸 ストリート・コーナーの音楽環境に関する研究 鳴海邦碩、岡絵里子
大阪大学 寺久保匡志 環境負荷低減を図るチタン金属・合金の自由造形に関する研究 宮本欽生
大阪大学 寺師左知子 Bacillus sp. SF-1株によるセレン酸、ヒ酸及び硝酸の還元機構に関する研究 藤田正憲
大阪大学 中埜堅太郎 土壌環境中における化学物質の簡易測定法の開発に関する研究 藤田正憲
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大阪大学 中森崇 間欠騒音を含む環境騒音の大きさの印象について 桑野園子
大阪大学 藤井拓郎 地域詳細型家庭用エネルギーエンドユースモデルの開発と地球温暖化対策効果の評価 水野稔
大阪大学 前田響子 地域の魅力形成を目指したまちづくり活動が市民意識にもたらす影響に関する研究 鳴海邦碩
大阪大学 前田龍紀 自然エネルギー活用型エコリゾートを対象とした各種省エネルギー技術の代替案評価 水野稔
大阪大学 前田照文  e-sketchにおけるマルチメディアミックスによる表現の可能性に関する研究 笹田剛史
大阪大学 前原光博 電力系統を考慮した民生用エネルギーシステムの環境負荷定量化に関する研究 水野稔
大阪大学 松本大輔 ダイオキシン類の環境循環量の評価手法に関する研究 加賀昭和
大阪大学 守田野歩 数値モデルを用いた年平均大気汚染濃度推定に関する研究 加賀昭和、近藤明
大阪大学 山下和子 行政提唱型まちづくり協議会の現状と効果に関する研究 鳴海邦碩
大阪大学 山本洋之 流域における木質バイオマスの循環システムの構築とその評価 盛岡通

大阪大学 吉仲賢晴 水生植物ボタンウキクサと根圏微生物の共生関係を利用したフェノール分解に関する
研究 藤田正憲

大阪大学
Leon Suematsu
Mario Seleno Construction and Evaluation of Waste Tires Recovery System 盛岡通

大阪大学 曺弼奎 斜面密集市街地再開発地区における共空間に関する研究 鳴海邦碩
大阪大学 董榮輝 河川微生物によるPRTR規制化学物質の生分解性の評価に関する研究 藤田正憲
大阪大学 朴錦玉 Sn-Cu系はんだと銅基板界面反応におよぼすNi微量添加の影響 竹本正

岡山大学 自然科学研究科・生物資源科学研究
科 花澤秀之 植物エストロゲンと人工エストロゲンの相互作用に関する研究 青山　勳

岡山大学 自然科学研究科・生物資源科学研究
科 櫻又涼子 内分泌撹乱化学物質のファイトレメディエーションに関する研究 村本　茂樹

九州大学 工学府・建設システム工学専攻 藤吉秀彰 難透過性材料の流体移動特性の実験的・理論的評価に関する研究 江崎哲郎

九州大学 工学府・建設システム工学専攻 イベラヒム
Development of Synthesis Subsidence Prediction Method due toUnderground Mining
integrated with Geographic Information Systems 江崎哲郎

九州大学 工学府・建設システム工学専攻 邱騁 斜面崩壊予測のためのGIS三次元解析システムの開発に関する研究 江崎哲郎
九州大学 工学府・建設システム工学専攻 安武由貴 自律分散型空間情報基盤システムの構築と適用 江崎哲郎
九州大学 工学府・建設システム工学専攻 吉岡隆宏 GISを用いた筑後・佐賀平野における広域水循環時空解析システムの構築 江崎哲郎
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 井ノ口洋平 BEM－VOF結合解析法の構造物近傍波動場への適用 入江功
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 緒方菊 平衡断面条件を導入した海浜断面変化モデルの開発 入江功
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 宮地正樹 波の散乱解析と現地観測による島周辺の波浪スペクトル特性に関する研究 入江功
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 村瀬芳満 波・流れ共存場におけるDRIMの漂砂制御効果に関する数値計算 入江功
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 本原誠二 CG画像を用いた海岸環境評価（創造）手法に関する研究 入江功
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 金相昊 潮汐の影響がある沿岸海域での海岸過程の変化 入江功
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 中茂義晶 番匠川河口の流動が水質・底質に及ぼす影響 小松利光
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 高木太志 日田市内筑後川湛水域における流動構造と水質の現地観測 小松利光
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 中野雅之 現地観測による博多湾の流動および成層構造の検討 小松利光
九州大学 工学府・海洋システム工学専攻 中茂義晶 番匠川河口の流動が水質・底質に及ぼす影響 小松利光
九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 井上和久 渭河流域における水利用・排水システムの定量的解析 楠田哲也

九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 篠原久志 有機資源再利用を目的としたディスポーザと下水道施設による生ごみの輸送・回収技
術の開発 楠田哲也

九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 橋本文子 感潮域における潮汐変動による水底堆積物-直上水間の水移動現象の解明 楠田哲也
九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 日宇洋平 北川感潮域におけるカワスナガニの生息環境とその保全 楠田哲也
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九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 宮市哲 シアノバクテリアの増殖抑制に寄与するホテイアオイのアレロパシー及び抗菌効果の
検証 楠田哲也

九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 井良貴 自己組織化マップとニューラルネットワークを用いた梅雨期の降雨予測 神野健二

九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 石川いずみ
Rainfall Estimation Model in the Chikugo River Basin by Statistical Atmospheric
Downscaling using Artificial Neural Networks 神野健二

九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 内田周輔 還元海水中二価鉄イオンの不飽和領域における酸化沈殿モデルについて 神野健二
九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 久野祐輔 種々の最適化手法による配水管網のバルブを用いた水圧制御 神野健二

九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 中村好二 海岸帯水層における海水の陽イオン交換・酸化還元・沈殿過程を含んだ輸送モデルの
開発 神野健二

九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 森永陽子
Flood Forecasting using the Storage Function Model with the SCE-UA Method and
the Kalman filter for its Parameter Estimation 神野健二

九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 大寺泰輔 焼却灰粒子の性状に及ぼすごみ組成の影響 島岡隆行
九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 大渡俊典 焼却灰の間隙構造と鉛の溶出特性に関する研究 島岡隆行
九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 中野彰子 土壌生成因子による焼却残渣の性状変化に関する研究 島岡隆行
九州大学 工学府・都市環境システム工学専攻 堀直子 覆土膜構造を有する廃棄物埋立地における水分移動現象に関する研究 島岡隆行

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工学
専攻 高木啓太 Anammoxリアクタのスケールアップに関する研究 古川憲治

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工学
専攻 時任博之 Anammox処理の前処理としての部分亜硝酸化に関する研究 古川憲治

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工学
専攻 鍋田英生 有明海での微生物情報の収集に関する研究 古川憲治

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工学
専攻 Hai Duong アンモニアで汚染されたハノイ地下水の高速硝化処理に関する研究 古川憲治

宮崎大学 土木環境工学専攻 菊池隆彦 大淀川本川および流入支川における水質特性に関する基礎的研究 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 城戸優一郎 最適凝集剤添加量の決定のためのコロイド滴定法の応用 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 平良浩保 下水の高度処理のための「凝集・泡沫分離－硝化・脱窒システム」の開発 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 谷口博紀 閉鎖循環式養殖システムにおけるイシガキダイの飼育試験 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 縄田大輔 飛灰セメント固化の前処理としての炭酸化によるセメント削減の検討 土手裕

私立
中部大学 大学院工学研究科建設工学専攻 中嶋大次郎 伊勢湾における貧酸素水塊の挙動に関する研究 松尾直規
中部大学 大学院工学研究科建設工学専攻 山中威士 都市域における総合的氾濫解析法の構築と適用に関する研究 松尾直規
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北海道大学 都市環境工学環境リスク工学 小口祥史 カルシウムとその対イオンがナノろ過膜のファウリングに与える影響 眞柄泰基
北海道大学 都市環境工学環境リスク工学 草野真一 PSIを用いた有害金属類の凝集処理とE260による迅速な処理性評価 眞柄泰基
北海道大学 都市環境工学環境リスク工学 栗原沙織 浄水汚泥におけるエストロゲン様活性に関する研究 眞柄泰基
北海道大学 都市環境工学環境リスク工学 近藤良美 GISを用いた水道水質の総合的評価と視覚表現に関する研究 眞柄泰基
北海道大学 都市環境工学環境リスク工学 南岳宏 N-ニトロソジメチルアミンの処理に関する研究 眞柄泰基
北海道大学 都市環境工学環境リスク工学 梁瀬達也 バングラデシュの食物中に含まれるヒ素および重金属に関する研究 眞柄泰基
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分工学 冨川博貴 各種焼却飛灰のカーボン特性とダイオキシン類加熱分解処理特性の関係 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分工学 中島大補 倶知安町・富良野市における循環資源および不用物のマテリアルフロー解析 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分工学 中村信幸 使用済み自動車の部品回収によるカーシュレッダーダスト特性の変化に関する研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分工学 濱田雄平 一般廃棄物最終処分場における埋立物がもたらす有機物・重金属負荷に関する研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分工学 藤本有華 ごみ焼却施設・埋立地に対する住民の意識および態度に関する研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学廃棄物処分工学 町田高穂 流動層選別技術による粗大ごみ破砕物の分離性能向上に関する研究 田中信壽
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 金森敏英 土壌粒子の吸収特性の測定 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 小林大記 航空機観測における大気エアロゾル吸収係数測定方法の検討 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 渋谷未来 吸収スペクトルによる大気エアロゾル成分モニタリング手法の検討 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 原弘之 自動車に由来する大気中重金属成分の濃度変動とその評価 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 正木あゆみ 学校のパソコン教室における土壌中金属成分の鉛直分布 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学大気環境保全工学 松島健将 人工雲実験施設における硫酸アンモニウムエアロゾルの雲核化実験 太田幸雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 鴨井利光 下水高度処理水による小河川の復活　～付着藻類に及ぼす塩素消毒の影響～ 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 塩谷光広 中の峰平湿原における土壌中有機塩素系農薬類に関する研究 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 徳武康一 高層湿原地下水質と植生への微生物活動の影響 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 平島邦人 中の峰平湿原における土壌中金属成分の鉛直分布 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 脇総一郎 貧栄養湖における懸濁物質とChl-aの分布とその挙動 清水達雄
北海道大学 環境資源工学水環境保全工学 渡辺楓 札幌都市圏の河川における化学物質の動態～ヒ素化合物を例にして～ 清水達雄
北海道大学 都市環境工学環境人間工学分野 伊藤智徳 都市空間における自然放射性物質の挙動特性と影響評価に関する検討 横山真太郎
北海道大学 都市環境工学環境人間工学分野 斎藤綾子 稚内層珪質頁岩充填層を用いたアクティブ調湿に関する検討 横山真太郎

北海道大学 都市環境工学環境人間工学分野 馬場裕康 有人宇宙飛行ならびにジェット飛行における生理心理反応の評価と対策－温熱生理心理反応評
価を中心として－ 横山真太郎

北海道大学 都市環境工学環境人間工学分野 平賀夕佳 寒冷地における木質バイオマスのエネルギー利用可能性調査 横山真太郎
北海道大学 都市環境工学環境人間工学分野 福村文 マイクロカプセルスラリーPCMを用いた蓄熱システムに関する検討 横山真太郎

北海道大学 都市環境工学環境人間工学分野 村越香織 東アジアの都市化が子どもの健康に及ぼす影響－韓国調査結果と局所耐寒耐暑測定システムの
開発を中心として－ 横山真太郎

北海道大学 都市環境工学環境システム工学 塩見和哉 次世代ローエネルギーハウスにおける水素貯蔵システムの導入可能性評価 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境システム工学 周藤英 地下熱利用型エネルギーパイル・ヒートポンプシステムの評価 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境システム工学 辻将行 積雪寒冷地における燃料電池コージェネレーションシステムの最適運転計画 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境システム工学 鶴田晶子 建築・都市の環境工学的診断と対策－エネルギー有効利用と室内環境性能に関する事例評価－ 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境システム工学 長沼隆之 移動式高密度雪氷庫システムの運転実績と貯雪特性の評価 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境システム工学 松田美由紀 工場における作業環境評価に関する検討 窪田英樹
北海道大学 都市環境工学環境管理計画学 石川健介 都市域における窒素酸化物濃度のトレンド
北海道大学 都市環境工学環境管理計画学 木越雅美 間欠サンプリングによる年平均濃度推定法の評価
北海道大学 都市環境工学環境管理計画学 桑原健吾 山岳地域における湿性沈着量の空間分布図の作成
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 伊藤拓生 不法投棄医療廃棄物の未然防止と修復対策の提案 古市徹
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 河村紀美子 アンケート調査に基づく自治体搬入剪定枝等生木の都市リサイクルシステムの構築 古市徹
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 久保島賢 Pseudallescheria boydiiのOCDD分解酵素の活性条件と精製方法に関する基礎的研究 古市徹

国立
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北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 佐藤康行 数値シミュレーションを用いた土壌・地下水汚染現場における汚染拡散防止対策の検討 古市徹
北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 西上耕平 生ごみバイオガス化施設における環境負荷物質の排出特性の明確化 古市徹

北海道大学 環境資源工学廃棄物管理工学 松尾晃治 クローズドシステム処分場の埋立ガスモニタリングにおけるハンディタイプオープンパス型計
測器の適用性 古市徹

北海道大学 都市環境工学水質変換工学 伊藤暁信 DNAマイクロアレイを用いたEscherichia coliの遺伝子発現パターン解析手法の確立 渡辺義公
北海道大学 都市環境工学水質変換工学 榎本充孝 新規硝化脱窒同時反応型Membrane Bioreactorにおける栄養塩除去特性に関する研究 渡辺義公
北海道大学 都市環境工学水質変換工学 工藤洋文 オゾン水逆洗の膜ファウリング抑制効果に関する研究 渡辺義公
北海道大学 都市環境工学水質変換工学 戸島志保 定圧逆浸透膜を用いたEDCs/PhACsの除去 渡辺義公
北海道大学 都市環境工学水質変換工学 山村寛 溶存有機物特性が中空糸膜ファウリングの進行に及ぼす影響 渡辺義公

北海道大学 都市環境工学水質変換工学 吉口和美 16S rRNAアプローチとMAR-FISHを用いた嫌気性消化汚泥内における酸生成微生物の群集構
造と機能解析

渡辺義公

北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 一色一平 返送汚泥中微生物由来有機物の測定 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 岩井香保里 バイオトイレコンポスト溶出有機物の特性に関する研究 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 桔梗雄介 連続系シミュレーションを用いたバイオトイレ操作条件の検討 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 竹中美佳子 活性汚泥法におけるリン除去に関する基礎的研究 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 福田美意 バイオトイレ内おが屑混合特性の測定 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 山縣一平 バイオトイレコンポストの土壌における短期的溶出挙動に関する研究 高桑哲男
北海道大学 都市環境工学水環境施設工学 渡邉亮 おが屑の恒率乾燥速度に関する研究 高桑哲男

岩手大学 建設環境工学科 越田紀昭 太陽光を利用した皮膜状光触媒によるダム湖の水質改善に関する研究 海田、伊藤
岩手大学 建設環境工学科 後藤宏幸 生分解性プラスチックを炭素源とした嫌気性細菌群による硫酸還元について 海田、伊藤
岩手大学 建設環境工学科 高橋真司 河床付着藻類に及ぼすAl加水分解生成物の影響 海田、伊藤
岩手大学 建設環境工学科 奈良一穂 嫌気性条件下での底泥からのリン溶出に関する研究 海田、伊藤
岩手大学 建設環境工学科 野々宮健一 流下及び河床内の有機物が水生昆虫相に与える影響 海田、伊藤
岩手大学 建設環境工学科 吉田勝将 下水消化汚泥からの有機結合態金属の溶出に関する基礎的研究 海田、伊藤
岩手大学 建設環境工学科 遠藤光浩 水環境中におけるフタル酸エステル類の挙動に関する基礎的研究 海田、伊藤
岩手大学 建設環境工学科 小林祐也 河川改修工事後における水生昆虫相の遷移について 海田、伊藤
岩手大学 建設環境工学科 浜尾賢一 光触媒を用いた藍藻類の不活化に関する研究 海田、伊藤

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 磯崎雄一 荒川底泥中PAHの生物利用性（bioavailability）評価のための底生生 物模擬消化管液抽出法に関
する研究

古米・中島

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 大吉雄人 メタン酸化細菌Methylocystis sp. M株によるジクロロエチレンの分解に関する研究 矢木

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 岩崎千恵 システムダイナミクスモデルを用いた東京都の水需要と営業収支の検討 大垣・滝沢

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 植木拓也 活性汚泥法における17β－エストラジオール分解に及ぼすSphingomonas sp. strai D12の添加
効果

矢木・栗栖

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 宇田直樹 FISH法を用いた実処理場の生物学的リン除去プロセスにおける微生物群集構造解析 味埜・片山

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 斉藤夏恵 粒子付着PAHの底生生物へのbioavailabilityの評価手法の検討と底泥 および道路粉塵への適用 古米・中島

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 關戸和之 ベンゼンによる土壌汚染サイトにおけるバイオレメディエーション浄化の可能性　－不法 投棄
現場における汚染浄化－ 矢木・栗栖
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東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 攝津克信 モデル活用による合流式下水道雨天時汚濁負荷量削減策の検討 古米・中島

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 竹中進太郎 チタン酸ナトリウムを触媒として用いたフェノールの超臨界水酸化反応に関する研究 山本・福士

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 浜理貴 植物の解毒酵素活性を用いた大気汚染バイオモニタリング手法の検討 花木

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 吉田太郎 ナノ膜メンブレンバイオリアクターによる有機物除去特性の解析 山本・福士

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 熊木裕一 気象モデルRAMSによる東京・首都圏でのヒートアイランド現象の解析 花木・荒巻

東京大学 工学系研究科・都市工学専攻 小西幸雄 河川の環境管理における市民参加の比較研究　－EU，アメリカ，日本の事例－ 大垣・滝沢

東京工業大学 土木工学科 香川千絵 膜分離活性汚泥法による下水中の女性ホルモン様物質・医薬品の分解におよぼす処理条件の検討 浦瀬太郎
東京工業大学 土木工学科 岩佐知洋 雨水ます中の堆積泥調査にもとづく都市域からの雨天時重金属汚濁負荷量の把握 浦瀬太郎

金沢大学 工学部土木建設工学科 大村和也 信濃川の流況特性の分析 玉井信行
金沢大学 工学部土木建設工学科 片野直樹 北陸河川における環境流量に関する研究 玉井信行
金沢大学 工学部土木建設工学科 黒崎智治 歴史的施設の経済的価値に関する研究 玉井信行
金沢大学 工学部土木建設工学科 福田健二 手取川における年間を通した生息域適性度の分析 玉井信行

豊橋技術科学大学 エコロジー工学専攻 穴太健介 東三河における農業起源の窒素排出構造の推定 北田敏廣
豊橋技術科学大学 エコロジー工学専攻 斎藤真哉 Johor Bahru の都市化と気温上昇の関係　－MM5を用いて－ 北田敏廣
豊橋技術科学大学 エコロジー工学専攻 鈴木正沖 全球粒子モデルの開発とそれを用いた熱帯域でのオゾン起源の要因解析　インドネシアの事例 北田敏廣
豊橋技術科学大学 エコロジー工学専攻 増田貴吏 化学輸送モデルによる濃尾平野　－伊勢湾域の立体観測結果の総合的な解析 北田敏廣

京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 朝平晃章 生物膜ろ過反応器による高度窒素除去法の開発 津野洋
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 井坂省三 京都市における住宅用PVシステム導入によるCO2削減効果についての考察 笠原三紀夫
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 井澤琢磨 エージングによる都市ごみ焼却主灰中重金属の安定化 武田信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 梅原秀之 多様な家電製品の循環・廃棄システム構築に向けた排出実態調査 高月紘
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 大竹健介 血漿中ホルムアルデヒド測定方法の研究－室内汚染化学物質の生物学的曝露指標として－ 内山巌雄
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 太田垣慶 エネルギー消費の持続可能性評価―集約的指標を用いて 笠原三紀夫
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 柿沼公二 プラスチック中に存在する有機塩素・臭素化合物の熱分解・燃焼時の挙動に関する研究 高月紘
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 兼松正和 流域特性を考慮した表層土壌と河口部底質のダイオキシン類分布状況に関する研究 藤井滋穂
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 木佐拓郎 酵母が産する脂質の界面活性効果とその油汚染土壌の浄化への適用に関する基礎的研究 田中宏明
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 北小路博之 薬剤添加による凝集沈殿汚泥からのリン抽出方法に関する研究 武田信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 栗林佳史 溶融飛灰を対象とした重金属および塩類回収システムのライフサイクルアセスメント 武田信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 桑原昌紘 無機イオン交換体を用いた臭化物イオンおよび臭素酸イオン除去に関する基礎的研究 伊藤禎彦
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 是枝卓成 残留性有機汚染物質のムラサキイガイへの濃縮特性に関する研究 津野洋
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 阪田佳紀 AhRリガンドとTNF-αの複合作用解明のためのIL-1β及びp21プロモーターアッセイ法の確立 松井三郎
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 櫻井あや 焼成処理における都市ごみ焼却灰中重金属の挙動 武田信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 城征司 共分散構造モデルを用いた水道水質に対する不安感の影響因子に関する研究 伊藤禎彦

京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 田中健一朗 ホルムアルデヒド－ヘモグロビン付加体測定方法の研究-室内汚染化学物質の生物学的曝露指
標として- 内山巌雄
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京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 田渕真衣 哺乳動物培養細胞を用いたバイオアッセイによる水道水中未規制ハロ酢酸類の毒性の推定に
関する研究 伊藤禎彦

京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 徳永亮平 経口摂取源としてのDEHP及びDBPの空気中から食器類表面への移行 森澤眞輔
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 戸崎正裕 金属塩に着目した免疫毒性物質の推定 森澤眞輔
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 富田優樹 大気エアロゾル中の水溶性成分の測定法に関する研究 笠原三紀夫
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 長尾亮治 鉄担持活性炭によるPCBsの分解 武田信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 西村想 分煙効果判定基準における環境たばこ煙のガス状成分の指標に関する研究 内山巌雄
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 初田真幸 ごみ焼却場の排出ガスに起因するダイオキシン類の大気・土壌における動態シミュレーション 内山巌雄
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 日髙勝彦 ブロモ酢酸の突然変異メカニズムに関する研究 松井三郎
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 深見学史 リスク評価のための数理発がんモデルの選択 森澤眞輔
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 藤森真一郎 全世界のバイオマステーブルの構築 松岡譲

京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 枡谷清太 重症急性呼吸器症候群（SARS）に関するクライシスコミュニケーションおよびリスクコミュニ
ケーションについての研究

内山巌雄

京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 松原秀憲 下水生汚泥と生ごみの混合有機酸発酵に及ぼす混合率の影響 津野洋
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 松本綾子 分光情報を利用したエアロゾルの光学特性と粒径分布の推定 笠原三紀夫
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 松山直樹 飛灰中クロロベンゼン、ポリ塩化ビフェニルの常温湿式分解機構の解明に関する基礎的検討 武田信生
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 三浦格直 乳癌プロモーターとしての内分泌撹乱物質ビスフェノールＡの毒性評価 森澤眞輔

京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 宮川幸雄 淡水由来の溶存有機物と次亜ハロゲン酸との反応速度論とその反応生成物の染色体異常誘発性
の特性に関する研究 伊藤禎彦

京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 宮﨑太一郎 琵琶湖塩津湾における植物プランクトンの挙動に関する研究 津野洋
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 村上正晃 中長期的なわが国の二酸化炭素削減の可能性についての研究 松岡譲
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 村瀬透 日本における人間活動に伴う物質の蓄積とそこからの廃棄物発生に関する研究 松岡譲
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 森尾謙一 心理実験による騒音感受性評価手法の検討 内山巌雄
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 保倉修一 遺伝的アルゴリズムを用いた都市ごみ収集作業員スケジューリング手法の開発 松井三郎
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 山内芳准 ノニルフェノールのオゾン処理におけるエストロゲン性除去特性 津野洋
京都大学 工学部地球工学科環境工学コース 渡邊雅士 生産者・消費者・生活協同組合間における環境配慮に係わる信頼形成要因の考察 松井三郎

大阪大学 浅井崇志 オフィスビルを対象としたビル用マルチ空調モデルの開発と熱・電力需要シミュレーションへ
の導入 水野稔

大阪大学 乾祐介 GISを用いた淀川流域における生物多様性の評価 山口克人
大阪大学 上重淳 コンピュータのエネルギー消費実態調査とエネルギー使用効率評価 水野稔
大阪大学 上田ちひろ 指針（コンパス）という名の駅～まちと結びつく地平駅～ 鳴海邦碩
大阪大学 歌田祐樹 アルミニウムスクラップの分別技術構築に向けた基礎研究 竹本正
大阪大学 大槻英隆 実験用大腸菌から活性汚泥細菌へのプラスミドRP4の接合伝達 山口克人

大阪大学
岡本展明
河口将弘
宮川淳

subtraction 笹田剛史

大阪大学 小川浩司 持続可能な森林経営の実現に向けた枠組みの整理・分析 盛岡通
大阪大学 奥野雄助 鉄道騒音の音質－周波数特性が及ぼす影響に関する研究－ 桑野園子

大阪大学 梶本尚子 都市開発事業における自然共生型事業への転換による施策効果の評価～埼玉県の区画整理事業
を対象として～ 盛岡通

大阪大学 川島元樹 環境循環モデルを用いるダイオキシン類の人体暴露量計算 加賀昭和
大阪大学 木庭大輔 カラシナによるカドミウムの吸収・除去に関する基礎的検討 藤田正憲
大阪大学 木村幸生 熱電素子実装のためのZn-Al-Ge系高温はんだに関する研究 竹本正
大阪大学 高阪真帆 淀川水系における河川微生物生態系の特徴と季節変動の評価 藤田正憲
大阪大学 小松朗 鉛フリー版だの継ぎ手信頼性に及ぼす微量添加元素の影響について 竹本正

30



卒業論文

大学名 学科・専攻名 著者名 題　　　目 指導教授
あるいは主宰者

大阪大学 坂口勝俊 大阪府域を対象としたヒートアイランド現象のインパクト評価に関する研究 水野稔

大阪大学 坂田一宏
菅尾圭二郎 Mt. Umeda forest park city 笹田剛史

大阪大学 笹尾和宏 多元的な都市構成把握のための都市情報発信ツールに関する研究 鳴海邦碩
大阪大学 白山公大 企業内外の情報活用を目指した環境情報共有フレームの構築 盛岡通
大阪大学 田井亜矢子 尼崎の地域資源を活用したまちづくり計画の提案 盛岡通
大阪大学 田尻幸輝 ある宿泊施設を対象とした自然エネルギー活用型省エネルギー手法の提案と評価 水野稔
大阪大学 多田将晴 植生からのVOCと光化学オキシダントの相互影響評価 加賀昭和
大阪大学 田中規敏 フォトニック結晶の欠陥制御と高効率ミリ波通信環境への応用 宮本欽生
大阪大学 辻雄亮 流域圏での自然共生施策による環境価値の経済的評価の枠組みの検討 盛岡通
大阪大学 堤幸太 フォトニックフラクタルを用いた電磁波吸収材料の作製とEMC特性 宮本欽生

大阪大学 中尾寿孝 関西文化学術都市を対象とした住宅用エネルギー最終需要モデルの精度検証と省エネルギー施
策の影響 水野稔

大阪大学 西辻奈央 交通騒音の印象評価　地域属性と昼夜での比較 桑野園子
大阪大学 野中美緒 住宅における採光型太陽電池モジュール利用の省エネルギー性に関する研究 水野稔
大阪大学 長谷川裕晃  円石藻類 Emiliania huyleyi N-837の増殖及びココリス生産に関する基礎的研究 藤田正憲
大阪大学 日野啓太郎 フルセラミック製フォトニックフラクタルの作製～電磁波吸収財の開発～ 宮本欽生
大阪大学 俵谷知英子 みちから真道へ～高齢化社会へ向けて～ 鳴海邦碩
大阪大学 増田欣之 高融点金属の省エネルギープロセス開発－タンタルの3次元自由造形研究－ 宮本欽生
大阪大学 松本邦彦 伝統的産業と景観の関係性に関する研究～兵庫県の酒造業を事例として～ 鳴海邦碩
大阪大学 三田明仁  Sewage Pavilion 鳴海邦碩
大阪大学 村重勝士 土壌中における接合伝達プラスミドの挙動に関する基礎的研究 藤田正憲
大阪大学 山本規雄 自然環境中におけるヒ酸還元活性の評価とヒ酸還元微生物の特性に関する研究 藤田正憲
大阪大学 吉原達哉 THE BASEBALL DIAMOND 鳴海邦碩

大阪大学
Bui Rti
Manh 社会主義型の集合住宅団地の計画特性に関する研究～ベトナムの首都、ハノイを事例に～ 鳴海邦碩

大阪大学 戸部達也 GISを利用した分布型水文モデルの開発 加賀昭和
大阪大学 能田剛 コンジョイント分析による交通手段選択分析 桑野園子
大阪大学 村井栄吉 公園の音環境調査に関する研究～久宝寺緑地公園におけるケーススタディ～ 桑野園子

九州大学 工学部・地球環境工学科 新井克弥 岩盤斜面のたわみ性トップリング崩壊のメカニズムと最適補強設計に関する研究 江崎哲郎
九州大学 工学部・地球環境工学科 浦川文寛 岩盤不連続面のせん断－透水同時実験装置の改良と間隙幅の評価に関する研究 江崎哲郎
九州大学 工学部・地球環境工学科 清武厚子 水俣市宝川内集地区の斜面崩壊のハザードマップ 江崎哲郎
九州大学 工学部・地球環境工学科 秦将之 難透過性岩石を対象とした透水・透気試験システムの開発およびその適用 江崎哲郎
九州大学 工学部・地球環境工学科 竹山瑠奈 GISを用いたトンネル建設に伴う地下水挙動の予測 江崎哲郎
九州大学 工学部・地球環境工学科 川内一徳 筑後平野における地下水揚水と涵養の時空分布解析 江崎哲郎
九州大学 工学部・地球環境工学科 井上直哉 シルテーション対策用潜堤の効率評価に関する研究 入江功
九州大学 工学部・地球環境工学科 岩谷理 DRIMブロックの耐波安定性に関する実験的研究 入江功
九州大学 工学部・地球環境工学科 橋本裕樹 越波実験における風洞水槽内風速の現地風速への換算 入江功
九州大学 工学部・地球環境工学科 松村勇紀 現地観測による白島周辺の波浪特性について 入江功
九州大学 工学部・地球環境工学科 松本亮介 波・流れ共存場におけるDRIMの漂砂制御効果に関する実験的研究 入江功
九州大学 工学部・地球環境工学科 山口義幸 海域水質環境の全国的相対比較 入江功
九州大学 工学部・地球環境工学科 伊東和彦 有明海の海水交換に関する模型実験 小松利光
九州大学 工学部・地球環境工学科 河原正史 現地実験による流況制御ブロックの湧昇流生成効果の検証 小松利光
九州大学 工学部・地球環境工学科 國澤義則 振動流場における非対称構造物の抵抗特性 小松利光
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九州大学 工学部・地球環境工学科 田井明 有明海における海水交換促進技術に関する数値実験的研究 小松利光

九州大学 工学部・地球環境工学科 高橋篤 GISを用いた沿岸域の水環境データベース構築に関する基礎的研究
－有明プロジェクトⅡ観測データのデータベース化－

小松利光

九州大学 工学部・地球環境工学科 橋本泰尚 現地観測による北部有明海の流動構造に関する研究 小松利光
九州大学 工学部・地球環境工学科 石橋賢一 鄭州市における水利用形態に関する研究 楠田哲也
九州大学 工学部・地球環境工学科 伊豫岡宏樹 北川感潮域におけるカワスナガニ保全のための水理モデル作成とシミュレーション 楠田哲也
九州大学 工学部・地球環境工学科 柏原宏輔 河川感潮域での底泥-直上水間における水輸送に関する研究 楠田哲也
九州大学 工学部・地球環境工学科 柴田勝史 渭河流域内における水利用形態の解明 楠田哲也
九州大学 工学部・地球環境工学科 田篭孝一 北川感潮域におけるカワスナガニの分布特性とそのゾエア幼生の生態に関する研究 楠田哲也
九州大学 工学部・地球環境工学科 永松由有 糸島地域の水域へ流入する汚濁負荷量の推定 楠田哲也
九州大学 工学部・地球環境工学科 肘井史朗 活性汚泥からの脱窒性脱リン細菌の単離の試み 楠田哲也
九州大学 工学部・地球環境工学科 青木俊和 地下ダム築造に伴う水文環境への影響評価について 神野健二
九州大学 工学部・地球環境工学科 赤木啓悟 還元海水中の溶存二価鉄の酸化と水酸化鉄沈殿量の画像解析による推定 神野健二
九州大学 工学部・地球環境工学科 里村大樹 2002年筑後川渇水におけるダム群運用シミュレーション 神野健二
九州大学 工学部・地球環境工学科 杉町仁美 有機スズ(TBT)を含む海底土の凝集沈殿特性と活性炭による水処理に関する検討 神野健二

九州大学 工学部・地球環境工学科 南健太 雨水排水系における貯留・浸透システムの地下水涵養効果および流出抑制
効果に関する研究 神野健二

九州大学 工学部・地球環境工学科 石崎俊夫 衛星リモートセンシングによる大規模廃棄物処分場管理手法に関する研究 島岡隆行
九州大学 工学部・地球環境工学科 伊勢戸宏幸 中国の廃棄物埋立地整備需要に及ぼす経済発展と都市化の影響 島岡隆行
九州大学 工学部・地球環境工学科 三好範雄 埋立地の再生に伴う環境負荷の定量化に関する研究 島岡隆行
九州大学 工学部・地球環境工学科 田中純一 キャッピングによる埋立廃棄物層への雨水浸透制御に関する研究 島岡隆行
九州大学 工学部・地球環境工学科 原口崇 焼却残渣の風化過程における性状変化に関する研究 島岡隆行
九州大学 工学部・地球環境工学科 横尾武臣 海水中における焼却灰微細粒子の凝集特性に関する研究 島岡隆行

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 中尾雅治 金属膜の高フラックス運転に関する研究 古川憲治

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 波戸崎律子 Anammox反応に影響する因子の評価 古川憲治

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 矢裂大輔 揺動床による高負荷排水処理 古川憲治

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 宅和正治 Anammoxリアクタのスケールアップに関する研究 古川憲治

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 植木瑠那江 UASB法と光合成細菌による反応性染料の分解に関する研究 川越保徳

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 日野なおえ 水素発酵の植種源とその前処理に関する基礎検討 川越保徳

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 高橋佳子 生分解性プラスチックを活用する地下水の脱窒処理に関する研究 川越保徳

熊本大学 環境システム工学科・環境土木工
学専攻 高橋弘和 PVAゲルビーズを活用する排水高度処理 川越保徳

佐賀大学 都市工学科 金納芳彦 白石平野の水収支と水源転換の効果に関する研究 荒木宏之
佐賀大学 都市工学科 泉亮平 発泡廃ガラスを用いた河川水浄化に関する研究 荒木宏之
佐賀大学 都市工学科 水田勝也 有明海湾奥部深水域における水理・水質特性に関する現地調査 荒木宏之
佐賀大学 都市工学科 養父芳博 有明海湾奥沿岸干潟域における底質特性に関する調査研究 荒木宏之
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宮崎大学 土木環境工学専攻 上利真広 連続泡沫分離法の鉄道車両所廃水処理への適用試験 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 河野貴明 中空円筒状ろ材のろ過能の向上に関する研究 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 竹嶋剛 閉鎖循環式養殖システムにおけるクルマエビの飼育 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 中村孝洋 ホテイアオイを吸着剤に用いた油水処理 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 花ヶ崎宣昌 泡沫分離法による病原性細菌の除去 丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 黒木望 炭酸化飛灰セメント固化物の長期的重金属溶出特性の解明 土手裕・丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 小田村匠 家庭系不燃ごみ付着有機物調査と埋立回避の影響に関する研究 土手裕・丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 斉藤誠 有機性廃棄物の炭化処理とリン回収に関する研究 土手裕・丸山俊朗
宮崎大学 土木環境工学専攻 荒武大介 炭酸化した飛灰で作成したセメント固化体の強度特性について 土手裕・丸山俊朗

中部大学 工学部土木工学科 井藤真典
吉川聡 河口域の水環境調査と水制工の流れに及ぼす影響の解析 松尾直規

中部大学 工学部土木工学科 樋口裕士
藤岡哲也 堀川の水質浄化に関する研究 松尾直規

中部大学 工学部土木工学科 山本秀一
赤堀和哉 内津川の水環境調査 松尾直規

中部大学 工学部土木工学科 萩田琢也 佐鳴湖の水質浄化に関する研究 松尾直規

中部大学 工学部土木工学科 染谷徳政
都築匡史 曝気循環施設とフェンス工による貯水池水質改善効果の評価 松尾直規

私立
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事務局からのお知らせ 

 
1）本年度総会を、6 月下旬ころに開催致します。 

E-mail または FAX、郵便でご案内致しますので、よろしくお願い致します。 
 
2）役員改選のお知らせ 

本年度は役員改選の年です。現在、改選準備中です。ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。 
 
3）会費請求について 

来年度の会費納入のお願いを送付しております。未納の方は至急お手続き下さい。

当会の運営にご協力をお願い致します。 
 

5）入会のご案内 
ご入会ご希望の方がおられましたら、事務局までお知らせください。入会申込書を

送付させていただきます。また、入会申込書はホームページからもダウンロードで

きます。 
 

 

 

環境工学教授協会 事務局 
    住  所 
  〒600-8815 
  京都市下京区中堂寺粟田町 93 京都リサーチパーク 4 号館 5 階 VIO 
  （有）セクレタリー・オフィス・サービス内 
 E-mail：jaeep-office@s-off.com 
 電話：075-323-4511 
 FAX：075-323-4512 
 URL  http://www.s-off.com/member/jaeep/ 

 

 


